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1 ．「平成」における業界動向と当社の置かれた状況

　30余年続いた「平成」が終わり，「令和」の時代が始
まった。振り返ると「平成」の鉄鋼業界は，“構造改革
の時代”であったと言える。「昭和」の時代から，「高炉
大手 5 社」と呼ばれた時代が長く続いてきたが，令和元
年の現在においては当社のみが独立独歩の経営を行って
いるという状況にある。
　中国の影響などによる慢性的な供給能力過剰によって
価格競争が激化する中で，競合他社間ではスケールメリ
ットによる収益の確保・改善を図るための統合・合併が
進んだ。そうした中で当社は，2017年10月末に神戸製鉄
所の上工程設備（高炉～連続鋳造）を休止して加古川製
鉄所に集約した。これにより，粗鋼生産能力を減じる一
方で，加古川製鉄所の上工程設備の稼働率向上ならびに
受注構成の最適化による収益改善と，景気後退局面にお
ける低稼働率下での収益性の確保（損益分岐点売上高の
改善）を達成した。
　もともと当社の鋼材事業は，規模（数量，コスト）で
他社と真っ向勝負するビジネススタイルではなかったが，
上工程を集約した今後（「令和」の時代）は，今まで以
上に技術，製品，サービスの高付加価値化と独自のビジ
ネスモデルの構築によって一層の差別化を図る中で，お
客様を始めとしたステークホルダーにその存在価値を認
めていただく必要がある。

2 ．「生産技術」の意義と近年の取り組み状況

　さて，差別化を図るための手段・手法の中でも「生産
技術」は，「より良いものを，より安くつくる」という
ことだけにとどまらず，暗黙知的（あるいは，形式知化
された元・暗黙知）な要素を多く含むことから，「他社
に真似されにくい持続性のある競争力の源泉」であると
いう意味においても非常に重要である。
　とくに，ここ数年間は原燃料の品位低下および高コス
ト化，製品に求められる品質・機能の高度化が進む中で，
これを高効率かつ高歩留りで生産する技術の開発を進め
ると共に，上工程集約を成功に導くための基盤技術の確
立に力を注いだ。これらの取り組みをプロセス別に概説
すると次のとおりである。

（ 1 ）製銑プロセス
　①原料事情の変化に対応した事前処理技術の確立
　②高炉操業におけるコークス比低減技術
　　（装入物分布制御，フラックス吹込み，など）
　③スラグの 3 R促進
　　（リデュース，リユース，リサイクル）

（ 2 ）製鋼プロセス
　①上工程の加古川製鉄所集約に伴う溶鋼処理技術の

確立
　②大断面多ストランドブルーム連鋳機の導入
　③転炉型脱りん炉 2 基体制による粗鋼生産能力の拡

大
（ 3 ）厚板生産プロセス

　①建築大型物件において，高効率な溶接・切断を可
能とするTMCP鋼の製造技術の確立

　②ベース品質向上
　　（板厚制御，制御圧延・制御冷却の高度化，など）

（ 4 ）線材条鋼生産プロセス
　①大型転炉において，小ロット・多品種対応を可能

とする生産計画・管理体制の構築
　②世界最大の鋼片圧延量を可能とする分塊プロセス

の検討とその具現化（ミル改造更新）
　③半製品（鋼片）の大量横持ち体制の確立
　④ゼロディフェクト要求への対応
　　（スケール制御技術，張力制御技術の高度化，など）

（ 5 ）薄板生産プロセス
　①自動車用高強度鋼板（ハイテン）の適用拡大，高

強度化に対応した生産技術の確立
　　（酸洗，熱延・冷延，熱処理技術）
　②ベース品質向上
　　（スケール制御，溶融亜鉛めっき品質向上，など）

　本特集号は，以上のテーマを中心に，その取り組みと
成果についてまとめたものであり，当社鋼材事業におけ
る新しい時代（上工程集約後の世界）の礎となる技術群
と言える。

3 ．「生産技術」の未来とその重要性について

　生産技術の役割は，今後その重要性をさらに増すと考
える。

鉄鋼生産技術特集号の発刊にあたって
～人と地球に優しい鉄づくりで新時代をリードする～
宮崎庄司
専務執行役員　鉄鋼事業部門　加古川製鉄所長

Leading in the New Era with Iron and Steel Manufacturing Friendly 
to Humans and the Environment
Shoji	MIYAZAKI

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology
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　その理由の一つは，世界的な環境問題に対する意識の
高まりにより，（製品としての品質・機能だけではなく）

「鉄のつくり方（製法）」自体に大きな価値が生まれる時
代が到来すると考えるからである。低炭素社会への移行
に伴い，産業部門の中でもCO 2 排出量で多くの割合を占
める鉄鋼業に対する排出量低減要求はますます厳しいも
のになっていくはずである。地球環境に優しい方法で製
造した鉄は一種のブランド製品となり，これを優遇する
投資家やお客様が増えていくものと考える。
　理由の二つ目は，少子・高齢化社会への移行に伴う働
き手の多様化に対応していかなければ，24時間連続操業
が必須条件である一貫製鉄所を維持することが困難とな
る世の中が到来すると考えるからである。IoTやAIロボ
ットなどの導入によるスマート工場化をどの程度の水準
にまで引き上げることができるかが，生産拠点としての
生き残りを決定付ける条件にもなってくると考える。
　生産技術が持つ本来的な意義・役割に加えて，以上の
ような社会的な要請を背景として，「生産技術の優劣」

が競争力の優劣を大きく左右する時代となっていくはず
であり，その重要性を認識した上で「正しい課題形成と
適切な経営資源の配分，効果的な開発・改善の推進」を
行っていく必要がある。

4 ．「令和」の時代に（結びに代えて）

　元号が変わる時，人々のマインドもリセットされ，世
の中に変化が生まれると言う。私達はそうした新しい時
代においても柔軟に対応して，この業界内で「山椒（さ
んしょう）は小粒でもぴりりと辛い」という存在となる
と共に，これまで以上に社会から必要とされる事業体に
なることを目指す。
　その実現のために，これまで培った鋼材事業独自の技
術を発展・進化させていくことはもちろんのこと，機械
やエンジ（新鉄源），アルミ・銅，溶接といった社内の
他事業との連携・融合による当社独自の技術の創生やソ
リューション提案力の向上も図っていきたいと考えてい
る。
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まえがき＝当社の鉄鋼事業は幅広い分野でものづくりを
進め，優れた製品や技術を提供することにより，社会や
産業の発展に貢献してきた。鉄鋼事業部門は，鋼材，鋳
鍛鋼，チタン，鉄粉の事業ユニットからなり，品質・生
産性・コスト競争力の向上を見据えた「ものづくり力」
の強化を徹底している。また，特長ある製品・技術のグ
ローバル展開や自動車に代表される輸送機分野などの今
後成長が予測される需要分野への対応を強化している。
　本稿では，最新技術を適用した近年の設備投資に加
え，加古川製鉄所への上工程集約により生まれ変わった
高効率かつ高品質製品を供給可能な鋼材の生産体制，お
よび特長ある鋼材製品のグローバル供給体制について述
べる。

1 ．当社鋼材部門の沿革

　1905年創業時の当社製品は，金床や錨（いかり），炭
坑用車両の車輪などの鋳物が始まりであった。1924年に
は神戸脇浜地区で第 1 線材工場を稼働させて高炭素鋼線
材を国産化した。その後，増大する国内需要に対応する
ために新しい線材工場を増設し生産量を拡大していっ
た。1959年には当社初となる高炉操業を神戸灘浜地区に
おいて開始し，銑鋼一貫製鉄所として神戸製鉄所をスタ
ートさせた。さらに，加古川製鉄所の建設に着手し，
1968年に厚板工場を完成させたのに続き，1970年には第
1 高炉に火入れを行った。製鋼，熱延，冷延，線材の主
力工場も相次いで完成させ，第二の銑鋼一貫製鉄所であ
る加古川製鉄所をスタートさせた。これによって当社

は，線材・棒鋼に加えて厚鋼板・薄鋼板のメニューを揃
えた 1 ）。
　現在では，神戸・加古川両製鉄所において総計約600
万トン／年の鋼材を生産し，北米，中国，アジアの各地
において複数の加工拠点を展開することにより，国内外
のお客様に様々な鋼材製品を提供している。

2 ．鋼材生産拠点と品種構成

　当社では現在，神戸製鉄所において線材および棒・条
鋼製品を生産し，加古川製鉄所においては薄鋼板，厚鋼
板に加えて線材製品を生産している。
　線材・棒鋼製品は，主に自動車用の特殊鋼である。と
くに自動車のエンジンや足回り部品に使用されるばね用
線材 2 ），3 ），クランクシャフトや歯車用の棒鋼，ボルト・
ナットなどのファスナ類に使用される冷間圧造用

（CHQ：Cold Heading Quality）線材などの幅広い商品を，
国内自動車メーカを中心に，北米をはじめ欧州や中国，
アジアに出荷している。
　薄鋼板製品の主な用途は自動車，家電，建材である。
とくに，世界最高レベルの強度を持ちながら加工性の良
い鋼材である高張力（ハイテン）鋼板の開発・製造に注
力しており 4 ）～ 6 ），自動車の軽量化，燃費向上による環
境負荷低減といった社会ニーズに対応している。主に建
築，橋梁，造船分野向けである厚鋼板製品においては，
溶接性に優れた高強度鋼などに対するお客様のニーズに
沿った新製品の開発を行っている。

鋼材生産体制の概要
Outline of Steel Production System

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（解説）

While taking place of upgrading such as consolidations and mergers in order to increase 
competitiveness in the steel industry, Kobe Steel aims to enhance competitiveness through the high 
added value of technology, products and services, and further differentiation by constructing unique 
business models. In order to provide competitive technologies and products, in 2017 Kobe Steel 
completed a new hot metal pretreatment plant at its Kakogawa Works and in order to enhance cost 
competitiveness, decided and implemented the consolidation of upstream (ironmaking and steelmaking) 
processes of Kobe Works with Kakogawa Works. After consolidation, Kakogawa Works has been 
transformed into the cost-competitive steelworks that manufactures a wide variety of steel products, 
such as steel sheets, thick plates and wire rods. Kobe Works could significantly improve the quality 
and cost competitiveness of special steel wire rods and bars using billets manufactured by Kakogawa's 
equipment introduced the latest technology, without reducing steel production. In the global supply 
system for products, Kobe Steel has established a three-pole supply system in Japan, US and China for 
special steel wire rods (steel wire) and high formable advanced high tensile strength steel sheet.

浜田　努＊1

Tsutomu	HAMADA

＊ 1  鉄鋼事業本部　加古川製鉄所　計画室
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3 ．鋼材事業の競争力強化に向けた設備投資

3. 1　加古川製鉄所における新溶銑処理工場
　高い清浄度が要求される高品質な鋼材を製造するため
に，溶銑処理は欠かせない工程である。加古川製鉄所に
おいては，新溶銑処理工場（図 1 ）を2014年に稼働させ，
2017年には脱りん炉 2 基および脱硫設備 2 基の体制を整
えた。脱りん処理は従来，混銑車で行っていたが，新規
に導入した脱りん炉によって脱りん比率が約50％向上
し，粗鋼生産能力を向上させることができた。さらに，
業界最高効率の脱硫，脱りん技術の導入による大幅なコ
スト改善を図った。この稼働開始により，特殊鋼線材や
ハイテン鋼板，エネルギー関連向け厚鋼板などの高い清
浄度が必要とされる製品の製造能力が向上した。
3. 2　上工程の加古川製鉄所への集約
　中長期の国内外の事業環境を見据えると，国内におけ
る需要の減少や，海外での製鉄所増設などによる供給増
により，鋼材事業を取り巻く環境は厳しくなる状況であ
る。いっぽう神戸製鉄所は，所内にコークス工場や焼結
工場の事前処理工場がないことや，生産規模が小さいこ
となどの構造的要因から，コスト競争力は加古川製鉄所
と比較して劣位となっていた。そのため，2017年に神戸
製鉄所の上工程設備（高炉～連続鋳造，一部の分塊圧延）
を休止し，加古川製鉄所にそれらを集約した。本号の巻
頭言で述べられているように，本集約におけるプロセス
別課題に対する取り組みによって上工程の稼働率や鋼材
品質を向上させた。また，製造コストを改善するととも
に，お客様の希望納期に安定的に納入する体制を整え
た。
　加古川製鉄所は従来，薄鋼板や厚鋼板の大ロット品種
を製造する大型製鉄所であった。しかしながら上述の集
約の結果，小ロット多品種である線材，棒鋼などの特殊
鋼製品をも高品質・低コストで大量に生産できるように
なるなど，国内外において例をみない製鉄所に生まれ変
わった。

3. 3　加古川製鉄所第 3 高炉の改修
　神戸製鉄所の高炉などの上工程設備を休止し，加古川
製鉄所へ集約した後は加古川製鉄所が唯一の鉄源供給基
地となる。このため，集約前の2016年に加古川製鉄所第
3 高炉の改修を実施した。改修工事は，高炉本体の鉄皮
を継続使用するという国内大型高炉では初めての工事を
採用した。このとき，粗鋼減産期間をできる限り短縮す
ることを目的に，90日間という短工期での改修を行っ
た。
　いっぽう，老朽化対策のための改修だけでは集約の意
義・効果は十分には得られない。すなわち，鉄源の供給
責任を果たすため，高炉のより高レベルで安定な操業が
求められる。そこで，高炉内に各種センサを設置し，そ
れらから得られる情報を活用して安定な操業を支援する
AIシステムを導入した 7 ）。

4 ．集約後の鋼材生産体制

　 3 章で述べた設備増強後の両製鉄所における鋼材生産
体制を図 2 に示す。集約により神戸製鉄所における高
炉，製鋼の各設備を休止したことに伴い，加古川製鉄所
で製造した半製品を加古川と神戸両製鉄所の圧延工場に
供給する体制とした。以下に両製鉄所における各工程の
特長を概説する。
4. 1　加古川製鉄所
4. 1. 1　原料事前処理工程
　加古川製鉄所には，原料（鉄鉱石）の事前処理として
焼結工場とペレット工場を各 1 ライン保有している。原
料の粉鉱石を焼結工場にて焼成および整粒して製造した
焼結鉱に加えて，粒度が細かく焼結原料に適さない微粉
鉱を用いて造粒および焼成したペレット鉱を高炉にて使
用している。このように，鉄鉱石の使用範囲を拡大して
コストの低減を図っている。焼結工場は，原料粒径の適
正設計による生産性向上を図り，ペレット工場は，焼成
に自社製作の世界最大級のグレートキルン方式 8 ）を採
用することによってさらなるコストの低減を図ってい
る。
　還元剤であるコークス処理は，1970年から関西熱化学
㈱が加古川製鉄所内で行い，コークスとともにコークス
ガスの供給を受けている。コークス炉は 4 炉全248門が
稼働中であり，2020年で炉齢50年を迎える。このため現
在，コークス炉の更新を計画中である。
4. 1. 2　製銑工程
　上工程集約前の当社高炉は，神戸製鉄所のNo. 3 高炉，
および加古川製鉄所のNo. 2 ，No. 3 高炉の計 3 基体制で
あった。上述のとおりNo. 2 高炉は2007年に，No. 3 高炉
は2016年にそれぞれ改修を完了させており，集約によっ
て現在は，加古川の 2 基のフル操業によって出銑してい
る。
　また，加古川製鉄所はコークスの一部を外部購入しコ
ストアップとなっていた。このため，エネルギーコスト
低減を目的として，高微粉炭比と同時に低コークス比の
操業 9 ）を指向した技術開発を進めている。その結果，
国内でもトップクラスの高微粉炭比・低コークス比操業

図 1  新溶銑処理工場
Fig. 1  New factory for hot metal treatment
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を継続している。
4. 1. 3　製鋼工程
　加古川製鉄所の製鋼工場は，薄鋼板，厚鋼板，線材の
多品種への粗鋼供給を特徴としている。すなわち，溶銑
を脱りん・脱硫処理した上で，上吹き転炉 3 基により広
範囲な成分系の鋼種をカバーしている。さらに吹錬後の
溶鋼は，LF（Ladle Furnace），RH（Ruhrstahl-Heraeus）
脱ガス装置などを用いた溶鋼処理を行うことによって介
在物制御鋼10）～12）や超清浄鋼13）などの高品質鋼の製造を
可能としている。
　溶鋼処理を済ませた後，スラブ連続鋳造設備，および
ブルーム連続鋳造設備により，高品質・高機能を有した
各種特殊鋼を生産している。
　加古川製鉄所では2017年にKR（Kanbara Reactor）
脱硫設備と転炉型脱りん炉を各 2 基備えた新溶銑処理工
場が完工した。この完工により，高い清浄度が要求され
る特殊鋼線材・棒鋼，ハイテン鋼板やエネルギー関連向
け厚鋼板などの製造において，溶銑処理時間の大幅な短
縮と効率化が図れた。
　また，上工程集約に伴い，神戸製鉄所で長年培った技
術をベースに表面品質などの先端技術を導入した連続鋳
造設備や溶鋼処理設備を新設した。これによって，神戸
製鉄所での線材・棒鋼の生産に必要な粗鋼量15万トン／
月を加古川製鉄所から供給する体制を整えた。
4. 1. 4　分塊工程と半製品の物流
　上工程集約後は，神戸製鉄所での線材と棒鋼の生産に
使用するため，加古川製鉄所第 2 分塊工場で分塊した鋼
片を神戸製鉄所に月間13万トン供給している。従来，第
2 分塊工場の分塊能力は月間15万トンであった。このた
め，上工程集約工事において加熱炉を新設すると同時に
鋼片連続圧延ミルを増強（図 3 ）するなどの生産能力増
強工事を行い，分塊工場単体としては世界に類を見ない
月間30万トンの圧延能力を確保した。また，加古川から
神戸への鋼片輸送は，従来の月間約 3 万トンから月間13

万トンに激増するため，RORO（roll-on/roll-off）船 2 隻
を新たに建造した。また従来は，鋼片を玉掛けにより船
に積載していたが，鋼片を積載したパレットを用いて搬
送することにより安全で効率的，低コストな輸送体制を
整えた。こうした取り組みによって神戸製鉄所の圧延工
程への安定供給にも寄与している。さらに，加古川と神
戸両製鉄所のそれぞれに総在庫能力16万トンの鋼片ヤー
ドを新設した。これによって在庫を積み増すことがで
き，特殊鋼特有の少量多品種受注において，お客様の希
望納期に対応可能な体制を整えることができた。
4. 1. 5　薄鋼板工程
　公称月間能力36万トンの熱延工場では，熱間圧延後に
出荷する熱延製品（厚鋼板）やチタン材も生産している。
また，自動車向けハイテン鋼板や家電用高機能鋼板14），15）

などの素材を冷延工場に供給している。
　冷延工場では，熱延コイルを素材に冷延製品（薄鋼板）
やめっき鋼板向け素材を冷間圧延している。連続焼鈍設

図 3  加古川製鉄所第 2 分塊工場の鋼片圧延機
Fig. 3  Rolling mill in No. 2  blooming mill factory at Kakogawa Works

図 2  鋼材生産体制
Fig. 2  Steel production system
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備（CAL：Continuous Annealing Line）や溶融亜鉛め
っき設備（CGL：Continuous Galvanizing Line），電気
亜鉛めっき設備（EGL：Electro Galvanizing Line）を
用いて，ハイテン鋼板から高機能表面処理鋼板16）まで
幅広い製品をメニュー化している。
4. 1. 6　厚鋼板工程
　厚鋼板製品は，連続鋳造設備から送付されてきたスラ
ブを公称月間能力14万トンの厚鋼板仕上ミル（図 4 ）で
製造され，建築，橋梁分野や造船分野などで使用されて
いる。制御圧延・加速冷却によるTMCP（Thermo-
Mechanical Control Process）技術17）を用いることによ
って，良好な溶接施工性を具備しながらも強度と靭性に
優れた鋼材を製造しており，建築用大入熱鋼18），19）や造
船用低温用鋼20）など幅広い製品をメニュー化している。
最近の適用事例では，東京スカイツリーや六本木ヒルズ
に使用された円形鋼管がある。
4. 1. 7　線材工程
　公称月間能力11.5万トンの第 8 線材工場において，φ
5～18 mmの線材を製造している。第 8 線材工場は 4 ス
トランドミルの量産型工場であることから，線材巻取後
のステルモアコンベアでの制御冷却を適用したタイヤス
チールコードやワイヤロープ用などの高炭素鋼線材の大
量生産に適している。
　近年は，製造プロセスの改善によって冷間圧造用線材
やばね鋼などの自動車用高機能品種の圧延量を拡大し，
お客様の幅広い需要に対応している。また，自動車用特
殊鋼線材に対する昨今の需要の高まりに対して，量産タ
イプのミルでありながら，表面品質などを向上させる生
産技術の開発・導入により，厳格な表面品質が要求され
る冷間圧造用線材の生産量を拡大している。
4. 2　神戸製鉄所
　神戸製鉄所で生産される線材および棒鋼製品の全出荷
量の約 7 割は自動車向け高機能特殊鋼である。
4. 2. 1　線材工場
　第 7 線材工場（図 5 ）は，公称月間能力5.5万トンを
有し，φ5.5～22 mmの線材製品を製造している。仕上

圧延ラインに世界最高水準の制御圧延・制御冷却能力を
具備しており21），精密寸法圧延や超低温圧延による線材
の軟質化22）により二次加工におけるプロセス簡略化な
ど自動車部品のコスト低減が可能な製品を供給してい
る。
4. 2. 2　棒鋼工場
　棒鋼工場は，公称月間能力6.8万トンを有し，φ17～
108 mmの棒鋼製品，およびφ17～60 mmの太径線材製
品を製造している。仕上圧延ラインには業界最高水準の
製品寸法精度（±0.1 mm）による圧延が可能な仕上圧
延機を有しており，多くのお客様のニーズに対応してい
る。棒鋼加工工場においては，棒鋼の非破壊検査により
全表面・全断面の品質を保証している。
4. 2. 3　線材・棒鋼二次加工
　線材・棒鋼の二次加工を行うための拠点を所内に配置
している。これらの拠点において冷間圧造用鋼や軸受
鋼，ばね鋼などの酸洗，熱処理，表面潤滑処理などの加
工を行うことにより，さらなる高付加価値をお客様に提
供している。

5 ．特殊鋼線材およびハイテン鋼板のグローバ
ル供給体制

5. 1　線材圧延拠点
　タイを中心としたアジア圏においては今後，自動車用
特殊鋼線材の需要が拡大することが予想されている。そ
こで，当社の線材工場では唯一の海外拠点となる

「Kobelco Millcon Steel Co., Ltd.」（ 以 下KMSと い う，
図 6 ）を2016年にタイのラヨーン県に設立し，2017年に
生産を開始した。
5. 2　線材二次加工および部品加工拠点
　国内における線材二次加工拠点として，当社のグルー
プ会社である神鋼鋼線工業㈱が高強度ばねや建築・橋梁
用のワイヤロープなどの二次加工製品の製造を行ってい
る。また，神鋼ボルト㈱は建築・土木・橋梁用などの高

図 4  加古川製鉄所厚鋼板仕上圧延機
Fig. 4  Finishing mill for thick steel plate at Kakogawa Works

図 5  神戸製鉄所第 7 線材工場のレイングヘッド
Fig. 5  Laying head of No. 7  wire rod and bar mill at Kobe Works
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力ボルトの製造を，そして日本高周波工業㈱は軸受鋼用
線材などの二次加工製造を行っている。
　海外における鋼材加工拠点の一覧を表 1 に示す。北
米，中国，東南アジアにおいて展開しており，現地に進
出している日系部品メーカを中心としたお客様に自動車
などの部品製造に使用される素材である線材や棒鋼など
をタイムリーに提供している。
　2016年には，海外 9 拠点目になる冷間圧造用鋼線（CH
ワ イ ヤ ） の 製 造・ 販 売 を 行 う「Kobelco CH Wire 
Mexicana, S.A. de C.V.（KCHM）」をメキシコに設立し
た。
5. 3　薄鋼板および高加工性ハイテン鋼板拠点
　北米においては，当社と米国United States Steel 
Corporationとの折半出資による「PRO-TEC Coating 
Company（以下，プロテック社という）」（図 7 ）が
1993年に操業を開始した。薄鋼板および高加工性ハイテ
ン鋼板の製造拠点として溶融亜鉛めっき鋼板および冷延
ハイテン製品を製造している。
　中国においては，鞍山鋼鉄集団公司の子会社である鞍
鋼股份有限公司（以下，鞍鋼という）と合弁で2015年に

「鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板有限公司」を設立した。
鞍鋼の鞍山製鉄所内に年産能力60万トンの連続焼鈍設備

（CAL）を建設し，冷延ハイテン鋼板製造拠点として
2016年に稼働を開始した。
　これらの拠点開設により，当社は日米中 3 極での「ハ
イテン鋼板のグローバル生産体制」を整えた。

6 ．今後の計画

　上工程集約に伴い，先端技術を導入した連続鋳造設備
や溶銑処理設備を新設し，特殊鋼線材と棒鋼製品に対し
ての品質向上を図った。また，タイにおいて特殊鋼線材
の圧延を開始したKMSでは，特殊鋼線材のアプルーバ
ル取得に向け，現地日系自動車メーカに評価いただいて
いる最中である。今後，当社の第 9 線材工場として，ア
セアン地域における特殊鋼線材の需要に対応する計画で
ある。
　加えて，国内外の自動車メーカにおける「自動車軽量
化」は拡大しており，その需要に対応するために米国と
日本の「高加工性超ハイテン」鋼板の製造能力を向上さ
せる計画である。米国においては，プロテック社に 3 基
目となるCGLを増設し，2019年から製造開始を予定し
ている。加古川製鉄所には，連続焼鈍設備と溶融亜鉛め
っき・合金化設備を併せ持つ，冷延鋼板および溶融亜鉛
めっき鋼板兼用製造ラインを建設し，2021年に製造開始
を予定している。いずれのラインも最新技術の熱処理・
冷却機能を持たせており，業界トップの強度と加工性を
兼ね備えた高加工性超ハイテン（780 MPa以上）鋼板を
製造することが可能と考えている。さらに，中国（鞍鋼
神鋼冷延高張力自動車鋼板有限公司）を合わせた，日米
中の 3 極での供給能力向上を整えることにより，品質に
優れたハイテン鋼板をお客様に供給することを通じて，
今後の燃費向上やCO 2 削減につながる自動車の軽量化
に貢献していく。

表 1  鋼材製品の海外加工拠点
Table 1  Overseas processing bases for steel products

図 7  米国プロテック社
Fig. 7  PRO-TEC Coating Company in USA

図 6  タイ国コベルコミルコンスチール社
Fig. 6  Kobelco Millcon Steel in Thailand
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むすび＝鉄鋼材料の最大需要産業である自動車産業にお
いては，地球温暖化防止のためのCO 2 排出量削減に向
けた電気自動車および燃料電池車などの環境対応車の生
産台数が拡大している。燃費規制と衝突安全規制厳格化
に対応すべく「車体の軽量化と高強度化」のニーズが今
後さらに高まるとともに，グローバル化の進展により現
地生産・供給へのニーズが増大するなどの大きな変化が
生じている。
　こうした環境変化のなか，鉄鋼およびアルミ製品に加
えて溶接材料や異材接合技術を有する世界でも唯一メー
カである当社は，今後ともお客様や社会に貢献していく
ために以下のような取り組みに注力していくことが必要
であると考える。
　①高機能・高性能鋼材の新製品を提案することによる

お客様ニーズへの貢献
　②省資源・省エネルギーなどの環境に優しい生産技術

の開発
　③品質・納期・コストなどにおけるソリューションの

提案活動
　こうした取り組みを進めるためには高度化・多様化し
続けるお客様のニーズに的確に応えることが不可欠であ
る。また，高機能・高品質の鋼材をコストミニマムで安
定的に製造するプロセスと技術を創出する必要がある。
そのため，鋼材製造における溶銑や溶鋼，鋼材などの複
雑な挙動を計測・予測し，制御するための高度なAI技
術や評価技術のさらなる活用を含めて，多面的な開発に
積極的に取り組んでいる。
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まえがき＝近年の世界的な鉄鋼生産の拡大を受け，良質
な鉄鉱石の枯渇が進んでいる 1 ）。低品位鉱石は製鉄原料
として直接使用できないため，事前に選鉱処理による品
位の改善が必要となる。鉄鉱石のなかでもマグネタイト
系鉱石は，磁選によって高効率に高品位化が可能なこと
から注目されている。
　マグネタイト系鉱石の特徴として，ヘマタイト系鉱石
に比べてS含有量が高い 2 ）ことが挙げられる。そのため，
ペレット原料としてマグネタイト系鉱石を増配すると，
成品ペレットと排ガス中のS濃度が増加する。このう
ち，成品ペレット中のSは高炉内で脱硫され，スラグと
して安定処理できる。したがって，ペレット製造時に成
品ペレットへのSの分配を促進できれば，排ガス中のS
濃度を低減できるため，環境負荷を増大させることなく
マグネタイト系鉱石を増配することが可能となる。しか
しながら，ペレット製造プロセスにおける成品ペレット
と排ガスへのSの分配に関する研究例は見あたらない。
　そこで当社では，はじめに，ペレット工場におけるS
の挙動を調査した。つぎに，反応速度式に基づく数学モ
デル解析を活用することで，自溶性ペレット製造工程に
おける排ガス中のSOx低減技術を開発した 3 ），4 ）。本稿
ではこれらの概要を報告する。

1 ．ペレット製造プロセスにおけるSの挙動

　当社加古川製鉄所ペレット工場におけるプロセスフロ
ーの模式図 5 ）を図 1 に示す。鉄鉱石原料は，皿型造粒
機で造粒され，グレート炉およびキルン炉で焼成された
のち，クーラで冷却され，成品ペレットとして高炉へ送

られる。いっぽうでガスは，クーラから導入されて，キ
ルンバーナの燃焼空気として使用されて焼成ガスとな
り，焼成ガスはキルンを通過してグレートから排出され
る。このように，本プロセスはいわゆる固気向流プロセ
スとなっている。
　本ペレット工場の特徴は，石灰石とドロマイトを添加
した自溶性ペレットを製造していることである。また，
焼成燃料に微粉炭を使用しているため，本プロセスに流
入するS源としては，鉄鉱石由来のほかに微粉炭や内装
ブリーズ由来のSも30％程度存在する。
　はじめに，ペレット製造プロセスにおけるSの挙動を
調査した。グレートの各焼成室やキルンのほか，クーラ
の排鉱部でペレットとガスを採取し，それらに含まれる
S含有率とS濃度を分析した。ペレット中のS含有率お
よびガス中のS濃度の分析結果を加古川製鉄所における
ペレット工場のプロセスフローと合わせて図 1 に示す。
ペレット中のSの含有率は，造粒機を出た時点からグレ
ート離水室までほとんど変化がないが，グレート予熱室
で急激に増加した後，キルン，クーラへと進むに従って
低下していた。いっぽうガス中のS濃度は，クーラから
キルンを経てグレート予熱室へ進むに従って増加した。
しかし，グレート乾燥室から系外へ排出される時点では
低濃度となっていた。以上よりSは，ペレット製造プロ
セスにおいて，ペレットとガスとの間で相互に移行し合
ってペレット製造プロセス内を循環していると考えられ
る。
　ペレット製造プロセスにおけるSの循環メカニズムを
明らかにするため，ペレット中のSの存在形態を調査し

ペレット製造プロセスにおける高S含有鉱石使用時の
排ガスSOx低減方法
Reduction of SOx in Exhaust Gas under Condition of Using Large Amounts 
S Rich Ore in Pellet Production

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（論文）

In the business environment for degrading raw material iron ore, there is a need for a technology of 
mass blending magnetite-based ore. Since magnetite-based ore has a high content of S, there is concern 
that the environment may deteriorate due to increased SOx concentration in the exhaust gas from 
pellet plants. Hence, one challenge in mass blending magnetite-based ore is to establish the technology 
for controlling the distribution of S to product pellets and exhaust gas. This study investigated the 
behavior of S in the pellet plant of the Kakogawa Works. A mathematical model analysis based on the 
reaction rate equation was conducted to develop a technology for reducing SOx in the exhaust gas 
produced in the process of manufacturing self-fluxed pellets.
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た。調査試料には，Ｓ含有率が最も高かった，グレート
予熱室で採取したペレットを用いた。この試料を樹脂埋
め研磨し，その断面の半径方向におけるS濃度分布を
SEM-EPMAによって測定した。図 2 に示す測定結果か
ら，Sはペレット表層に偏在していることが分かった。
また元素分析の結果によると，高S濃度領域ではCa濃
度も同時に高くなっていた。このことから，ガスからペ
レットへのSの移行には，Caが重要な役割を果たして
いることが分かった。さらにX線回折の測定結果による
と，ペレット中のSはCaSO4の形態で存在していた。し
たがって，ペレットとガスとの間のSの相互移行は
CaSO4の生成反応と分解反応によるものと推察された。
　CaSO4の生成・分解反応を式（ 1 ）に示す。
　　CaO＋SO2 ＋ 1 / 2 O2扌CaSO4 …………………（ 1 ）
　図 1 に示したように，ペレット中のS濃度はグレート
離水室の時点では低く，グレート予熱室で大きく増加し
ていた。これは次の理由によると考えられる。すなわち，
グレート離水室では，ペレット中にCaOが含まれない
ため，（ 1 ）式の反応が進行しない。いっぽう，グレー
ト予熱室では，ペレットは1,100℃まで昇温され，ペレ
ット中の石灰石（CaCO3）とドロマイト（CaMg（CO3）2）
の分解が進み，CaOが生成する。これにより，式（ 1 ）
の反応が進むため，CaSO4の生成という形でペレット中
のS濃度が増加したと理解できる。また，グレート予熱

室からキルン，クーラへと進むに従ってペレット中のS
濃度が減少しているのは，1,200℃以上の高温場におか
れることでCaSO4の分解反応が進行したためと考えられ
る。
　以上の検討を総括し，自溶性ペレットをグレート・キ
ルン方式の固気向流プロセスで製造したときのS挙動の
模式図を図 3 に示す。Sは，ペレット表層部における
CaSO4の生成反応と分解反応を介して雰囲気温度に応じ
てペレットとガス間を相互に移行しつつ，プロセス内を
循環する。当社は，この一連の反応挙動を吸着脱離現象
に近似できると考えた。

2 ．ペレット製造プロセスにおけるSの吸着脱
離反応速度

　ペレット製造プロセスにおけるSの循環挙動を推定す
るため，その数学モデルの作成を試みた。ペレットとガ
スとの間のSの相互移行をペレットの表層部で起きる吸
着脱離現象で近似し，反応速度式を式（ 2 ）のように
Langmuir-Hinshelwood型で表現した 3 ）。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 2 ）

ここに， r：反応速度（mol/s）
　　　　θV, θA：吸着サイト量，脱離サイト量（mol/s）
 PSO2, PO2：SO2, O2ガス分圧（-）

θvPSO2P 0.5O2－ ・δr = k・ θA

K

図 1  加古川製鉄所におけるペレット工場のプロセスフローとSの存在量
Fig. 1  Process flow and S content in pellet and gas of pellet plant at Kakogawa works

図 2  グレート予熱室で採取したペレットのS濃度分布
Fig. 2  S content in pellet collected from grate (preheating)

図 3  ペレット製造プロセスにおけるSの循環挙動の模式図
Fig. 3  Schematic of circulation behavior of S in pellet production 

process



神戸製鋼技報/Vol. 69 No. 2（Oct. 2019） 11

 k：反応速度定数（-）
 K：化学平衡に関する定数（-）
　　　　δ：反応速度全体の有効係数（-）
　式（ 2 ）では，分解反応が生成反応に比べて非常に速
いことに鑑み，化学平衡をベースに吸着と脱離をまとめ
て表現した。また，反応速度全体の有効係数δを導入し
実プロセスへの適用性を高めた。
　グレート・キルン方式のペレット製造プロセスにおい
て，ペレットとガスそれぞれの物質収支と熱収支の微分
方程式を連立して解き，これを積算することで，ペレッ
ト温度，ガス温度，反応率を求める既往の数学モデ
ル 6 ）～ 9 ）がある。これに（ 2 ）式を組み込み，Sの挙動
を推定した。計算結果を図 4 に示す。まず，マグネタイ
ト系鉱石の配合比53%の操業条件におけるペレット中の
S濃度の実測値に対し，計算値が一致するように，反応
速度全体の有効係数δをフィティングして求めた。つぎ
に，マグネタイト系鉱石の配合比70％の操業条件におけ
るペレット中のＳ濃度を計算して求め，これを排ガス中
の実測値と比較した。マグネタイト系鉱石を増配した場
合においても，計算結果は実測値と良く一致していた。
この結果より，本数学モデルはプロセス予測および制御
に適用可能であることが検証された。

3 ．マグネタイト系鉱石多配合操業条件下にお
ける排ガスSOxの低減

　排ガス中のSOx濃度を低減するには，CaSO4の分解を
抑制し，成品ペレットへのSの分配を促進することが必
要である。CaSO4の分解反応は吸熱反応であり高温雰囲
気下で活性化することから，ペレットの過昇温を抑制す
ることが有効である。ペレットはキルンで高温に焼成さ
れ，クーラに送られる。クーラでは，その入口部におい
て，ペレット中に残留するFeOが冷却空気によって酸
化発熱するためペレット温度が一時的にさらに上昇す
る。このため，クーラ入口部でのペレット中のFeO濃
度が高いとクーラ内でCaSO4の分解が進み，成品ペレッ
ト中のS濃度が低くなる（図 5 ）。換言すれば，クーラ
に持ち込まれるペレット中のFeO濃度を低減すること
によって，成品ペレットへのSの分配を抑制できる。
　ペレット製造プロセスの各排鉱部で採取したペレット
中のFeO濃度を図 6 に示す。グレートではFeO濃度が

大きく低下している。いっぽう，キルンではペレットと
ガスとの接触効率が低いためFeO濃度の低下量は小さ
い。したがって，クーラ入口部までに，ペレット中に残
留するFeOを低減するには，グレートにおける酸化促
進が重要であると考えられる。
　グレートでのペレットの酸化促進手段としては，ペレ
ットの高気孔率化や炉内温度の高温化，焼成ガスへの酸
素富化など，複数手段が考えられる。本開発では，マグ
ネタイト系鉱石の多配合操業を指向している。このた
め，プロセス全体の熱効率を最適化する観点から，従来，
発熱源として原料に配合して使用していたコークスブリ
ーズを減配し，ペレット粒内の酸素濃度を増加させる手
段を選択した。
　グレートにおける内装ブリーズ配合比がペレット中の
FeO濃度の変化量に及ぼす影響を図 7 に示す。期待し
たとおり，ブリーズの減配によりグレートにおけるペレ
ット中のFeO濃度は減少しており，酸化促進が可能で

図 4  ペレット製造プロセスにおけるペレット中S含有率の実測
値と計算値

Fig. 4  Comparison of calculated and measured S content in pellet 
production process

図 5  クーラー入口でのペレット中FeO濃度と成品ペレット中
 S濃度の関係
Fig. 5  Relationship between FeO content in cooler inlet pellet and S 

content in production pellet

図 6  ペレット製造各プロセスの排鉱部で採取したペレット中の
FeO濃度の変化

Fig. 6  Change of FeO concentration at each abandoned mine part in 
pellet production process

図 7  グレートでの内装ブリーズ配合比とペレット中のFeO濃度
変化量との関係

Fig. 7  Relation between coke breeze ratio of pellet and change of 
FeO in pellet in grate
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あることを確認した。
　以上の検討を受け，ブリーズを減配しつつマグネタイ
ト系鉱石を増配した操業試験の結果を図 8 に示す。従
来，プロセスへの流入S量が多いと排ガス中のS量も増
加していた。しかし，ブリーズを減配することによって，
流入S量が増加した場合でも排ガス中のS量を低減でき
ることを実証した。

むすび＝鉄鉱石原料の劣質化に対応し，マグネタイト系
鉱石を多配合したときのペレット製造プロセスにおける
Sの挙動について検討した。
　その結果，自溶性ペレットの製造において，Sは
CaSO4の生成反応と分解反応を介してガスとペレットと
の間を相互移行し，ペレット製造プロセス内を循環して

いることが分かった。
　Sが ペ レ ッ ト に 吸 着 あ る い は 脱 離 す る 挙 動 を
Langmuir-Hinshelwood型の反応速度式で表現し，数学
モデルに組み込んだ。これにより，ペレット製造プロセ
ス全体におけるSの分配が推定可能となった。さらに，
内装ブリーズを減配し，成品ペレットへのSの分配を促
進することにより，マグネタイト系鉱石を多配合する操
業条件下においても排ガス中のSOxを低減できること
を実証した。
　マグネタイト系鉱石を多配合する今後の操業におい
て，本技術が基盤技術として活用されることが期待され
る。
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図 8  内装ブリーズ減配による排ガスへのS分配の抑制効果
Fig. 8  Effect of breeze ratio on S in exhaust gas
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まえがき＝当社は1959年，神戸製鉄所の第 1 号高炉の火
入れをもって銑鋼（せんこう）一貫製鉄所として操業を
開始した。その後，神戸製鉄所は高炉 3 基体制となるが，
1983年に第 3 号高炉のみの 1 基体制に移行した。そし
て，1995年の阪神・淡路大震災を経て，2007年に高炉改
修工事を実施し，第 3 号高炉（ 4 次）（以下，神戸 3 高
炉という）が稼働した。しかしながら，鉄鋼事業部門収
益力強化に向けた加古川製鉄所への上工程設備集約のた
め，2017年10月31日をもって神戸 3 高炉を休止した。こ
れによって59年に及ぶ神戸製鉄所における高炉操業の歴
史に幕を閉じた。
　神戸 3 高炉が休止する 1 年前の2016年10月，それまで
に培ってきた技術を集大成し，ペレット80％配合および
全量ヤード原料という過酷な条件下において，283 ㎏/t
の低コークス比操業を達成した。本稿では，その操業時
の考え方や経緯について報告する。

1 ．神戸 3 高炉の使用原料の特徴

　神戸製鉄所はコークス炉を有しておらず，外部からコ
ークスを購入している。このため，他製鉄所と比較して
高価なコークスの使用を余儀なくされている。そのた
め，神戸製鉄所の高炉操業においては，低コークス比操
業を指向してきた。また，製鉄所内に発電所を建設する
ことになったことを受けて1999年に焼結工場を閉鎖し，
2001年にオールペレット操業（ペレット比率73％，塊鉱
石27％）に移行した 1 ）。焼結鉱とペレットの性状比較を
表 1 に示す。ペレットは一般的に焼結鉱に比べて熱間性
状に難点がある。いっぽうで当社は，加古川製鉄所ペレ

ット工場においてドロマイト添加によって品質を改善し
た自溶性ドロマイトペレットを生産している。そこで神
戸 3 高炉ではこのペレットを使用することによって低コ
ークス比操業を実現した。
　その後，神戸 3 高炉においてペレット高配合に応じた
装入物分布，および多銘柄炭種に応じた微粉炭燃焼の複
合制御 2 ）の適正化を図った。同時に，塊鉱石の一部を
さらに自溶性ドロマイトペレット 3 ）に振り替えること
によって高炉装入原料の高温溶け落ち性状を改善してき
た。これらの取り組みによって日本国内では唯一のオー
ルペレット操業を安定して継続させることができた。

2 ．オールペレット操業下でのコークス比低減
の考え方

　オールペレット操業下でのコークス比低減の考え方を
図 1 に示す。コークス比低減時の炉内現象変化への対策
として，鉱石溶け落ち温度の高温化および熱流比（降下
する装入物の熱容量／炉頂ガスの熱容量）調整の二つが

神戸第 3 号高炉（ 4 次）オールペレット操業下での低コー
クス比操業
Decreasing Coke Rate under All Pellet Operation in Kobe No.3 Blast Furnace

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（技術資料）

Having no coke plant, the Kobe Works of Kobe Steel has been aiming at low coke-ratio operation in 
the blast furnace process. Furthermore, its sintering plant was closed in 1999 and the process was 
converted to all-pellet operation in 2001. Afterward, the plant was using self-fluxed dolomite pellets 
produced at and shipped from the Kakogawa Works. The Kobe Works was the only site in Japan 
that has adopted and continued all-pellet operation and optimized the combined control of burden 
distribution, in accordance with the high pellet ratio, and pulverized coal combustion, in accordance 
with the multi-brand coal type, which it did in the 4th blast furnace (inaugurated in 2007). Furthermore, 
replacing lump ore with self-fluxed dolomite pellets has improved the meltdown property of iron ore at 
high temperature. As a result, operation at a low coke ratio of 283 kg/tonne was achieved under the 
severe conditions of a high pellet ratio (80%) and raw materials that were all stored in the yard.

豊田人志＊1

Hitoshi	TOYOTA
前田智徳＊2

Tomonori	MAEDA
光岡那由多＊2

Nayuta	MITSUOKA
田中康太＊3

Kota	TANAKA

＊ 1  鉄鋼事業部門　技術開発センター　製銑開発部　＊ 2  鉄鋼事業部門　加古川製鉄所　製銑部　＊ 3  本社部門　環境防災部

表 1  高炉原料としての焼結鉱とペレットの特性の比較
Table 1  Comparison of properties between sintered ores and 

pellets for blast furnace burden
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考えられる。
　今回の低コークス比操業ではどちらの対策も実施した
が，本章では主に鉱石溶け落ち温度の高温化対策の内容
について詳述する。
2. 1　鉱石溶け落ち制御に及ぼす高炉内容積の影響
　高炉内容積の低下とともに炉高が低下するのが一般的
である。このため，羽口から炉腹下端までの高さも低下
する傾向にある。その結果，周辺部の未還元鉱石が崩落
した際，羽口に未還元FeOが到達する可能性が高まっ
て羽口が破損するリスクも高まる。とくに，内容積
3,000 m3以下の小型高炉は大型高炉に比べて高炉本体の
熱容量が小さいため，周辺部の鉱石の高温溶け落ち性状
を制御することが重要となる。神戸 3 高炉（炉内容積：
2,112 m3）も小型高炉であるため，周辺部の鉱石の高温
溶け落ち性状の改善に努めてきた。
2. 2　微粉炭吹き込み増大時に求められる鉱石溶け落ち

性状
　コークス比を低減する際，代替還元材として羽口から
の微粉炭吹き込み量を増大させる必要がある。高炉炉下
部を化学反応が完了した気固の熱交換の場と考え，固体
とガスの温度変化を計算した結果を図 2 に示す。微粉炭
比の増大に伴って羽口前ガス温度が低下した場合でも

（図 2 の①），溶銑（ようせん）温度を一定に維持した場
合，炉下部温度は上昇する（図 2 の②）。

　炉下部温度が高温化した状況で通気を維持するために
は，ペレットはより高温で溶け落ちする必要があると考
えられる。そこで，今回のオールペレット操業下におけ
るコークス比低減においては，塊鉱石を高温溶け落ち性
状に優れる自溶性ドロマイトペレットに置換することに
よって周辺部の高温溶け落ち性状の向上を指向した。

3 ．コークス比低減に向けた装入物分布制御の
考え方

3. 1　鉱石の装入物分布制御精度向上に向けた 4 バッチ
装入と細粒ペレットの周辺部装入

　神戸 3 高炉における炉頂装入装置の構成を図 3 に示
す 4 ）。装入方式は並列二段ホッパータイプのベルレス方
式であり，図 3 （a）はコークス中心装入時の動きを，
また図 3 （b）は鉱石装入時の分配シュートの動きを示
している。
　図 4 は，低コークス比操業に向けた装入物分布制御方
式を示す。ベルレス装入装置を用いたコークスおよび鉱
石の 2 バッチ装入においては，コークス中心装入を実施
している（図 4 （a））。オールペレット操業ではとくに，
以下の 3 点が重要となる。
　（ 1 ）周辺部においてコークス層・鉱石層のフラット部

を形成する。
　（ 2 ）周辺部の炉口径方向での鉱石層厚Loと鉱石およ

びコークス層厚Lo＋Lcの比Lo/（Lo＋Lc）（以下，
層厚比という）を平滑化させ，ペレットの流れ込
みを防止する。図 2  微粉炭吹き込みに伴う炉下部の固体およびガスの温度変化

Fig. 2  Changes of solid and gas temperature in lower part of 
furnace with pulverized coal injection

図 1  オールペレット操業下でのコークス比低減の考え方
Fig. 1   Concept of coke rate reduction in all-pellet operation

図 3  神戸 3 高炉における炉頂挿入装置
Fig. 3  Furnace-top charging device of Kobe No. 3  Blast Furnace

図 4  低コークス比操業に向けた装入物分布制御方式
Fig. 4  Scheme of burden distribution control for low coke rate 

operation
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　（ 3 ）並列二段ホッパーにおいては，円周バランスの制
御を精緻に行う。

　オールペレット操業における装入物分布制御の概念図
を図 5 に示す。この装入物分布制御によって，強固な中
心ガス流を維持しつつ周辺ガス流の適正化を図ることが
できた。また，炉頂ガス中のガス利用率（CO 2 %/（CO%
＋CO 2 %），以下ηCOという）を増加させ，還元材比
を低減することが可能となった。
　炉頂ホッパーから排出されるコークス粒径の経時変化
を図 6 に示す。コークス粒径は実機でのコークス排出時
の画像解析により求めた。とくに，炉芯コークスを形成
する中心装入コークスについては排出末期の大粒径コー
クスを活用した。
　今回のオールペレット操業においては，塊鉱石を自溶
性ドロマイトペレットに置換するため，鉱石側の装入物
分布の制御の精度を向上させる必要があった。そこで，
従来の 2 バッチ装入（ペレット65％）から 4 バッチ装入 5 ）

（ペレット80％）へ移行した（図 4 （b））。
　図 7 は，還元材比に及ぼすペレット平均粒径の影響を
示す 6 ）。ペレット平均粒径が小さくなるほど被還元性が
向上し，還元材比が低下することが分かる。今回のオー
ルペレット操業においては，周辺部の鉱石溶け落ち性状
を改善するため，鉱石 2 バッチ目装入時に粒径が小さく

被還元性に優れる細粒ペレット（粒径 3 ～ 6 mm）を混
合（1.8％）し，周辺部に選択装入した。
3. 2　炉口部での装入物分布と炉下部におけるガス流れ

の関係
　シャフト部における通気抵抗分布を介して融着帯形状
を制御することが，炉口部での装入物分布の重要な意義
である。いっぽうで，炉下部機能の観点からは，唯一の
充填（じゅうてん）構造体であるコークスに対して炉下
部への径方向での流入量を規定する点が装入物分布とし
て重要であると考えられる。
　従来の 2 バッチ装入から 4 バッチ装入に移行した際の
層厚比の変化を図 8 に示す。ペレットの増配にもかかわ
らず，中心部の層厚比をほぼ変化させることなく中間部
から周辺部への層厚比分布が平滑化しており，ペレット
増配による装入物分布の不安定化を回避することができ
ている。
　炉口部での層厚比分布に対応する炉下部供給コークス
比を図 9 に示す 7 ）。炉下部供給コークス比は，炉口部で

図 6  炉頂ホッパーから排出されるコークス粒径の経時変化
Fig. 6  Change with time of diameter of coke charged from furnace-

top hopper

図 5  神戸 3 高炉における装入物分布制御の概念図
Fig. 5  Concept of burden distribution control for Kobe No. 3  Blast 

Furnace

図 7  還元材比に及ぼすペレット平均粒径の影響
Fig. 7  Influence of average diameter of pellet on reducing agent 

rate (RAR)

図 8  炉口部における径方向層厚比分布
Fig. 8  Distribution of layer thickness ratio in radius at furnace throat

図 9  炉口部における径方向層厚比分布に対応する炉下部供給コ
ークス比

Fig. 9  Coke rate (CR) supplied to the raceway corresponding to 
layer thickness ratio in radius of furnace throat
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の層厚比分布に対応した径方向コークス比から炭素消費
量（ソリューションロス，浸炭およびメタロイド反応）
を減じた値とした。層厚比が，0.7を超えると炉下部供
給コークス比はほぼゼロとなり，局所的にコークススリ
ットは消滅し，ガス分配機能が低下する。また，周辺ガ
ス流抑制を過剰に指向して周辺部の層厚比が0.7を超え
ると炉体放散熱が上昇し，S型の融着帯形状を呈してガ
ス流れが不安定になる傾向がある 8 ）。そのため，層厚比
が0.7以下になるように装入物分布を調整した。
　今回のオールペレット操業においては，塊鉱石と自溶
性ドロマイトペレットの置換に対して，ペレットによる
流れ込みを防止するため， 4 バッチ装入による鉱石側の
装入物分布制御の精度向上を図った。さらに，低コーク
ス比操業における炉口部のηCO分布の変化（図10）か
ら，細粒ペレットの周辺部装入によって周辺部のηCO
を向上できたといえる。
3. 3　レースウェイに及ぼす衝風条件と炉下部供給コー

クス比の影響
　高炉の羽口レースウェイ断面積の合計と同一高さレベ
ルにおける炉床断面積の比（以下，レースウェイ面積
比 9 ）という）は，高炉の還元材比に対してつぎのよう
な影響を及ぼす。すなわち，レースウェイ面積比の増大
は，衝風エネルギーの増大によるものであり，中心への
ガス流入が大きくなる。それによって周辺ガス流が抑制
され，炉体放散熱が減少することによって還元材比を低
減できる。いっぽう，レースウェイ面積比の過剰な増大
は炉芯コークス体積の縮小を伴い，炉内熱容量が低下し
て還元材比は逆に増加する。神戸 3 高炉は小型高炉であ
り，レースウェイ面積比が比較的大きい。このため，高
酸素富化によるレースウェイ面積を縮小する余裕があ
り，炉内ガス量の低下に伴って炉内圧損を低減できる。
今回の低コークス比操業において，神戸 3 高炉のレース
ウェイ面積比を0.514（2016年 4 月の平均値）から0.498

（2016年10月の平均値）まで縮小した結果，還元材比を
513 kg/tから503 kg/tまで低減することができた（表 2 ）。
　羽口燃焼コークス比とレースウェイ脈動周波数10）と
の関係を図11に示す。レースウェイ脈動周波数が大き
くなることは羽口直上で棚吊（つ）りが起こりやすくな
ることを意味し，棚吊りの発生は未還元FeOの落下に
よる羽口破損リスクが高まることにつながる。図11で
は，羽口燃焼コークス比の低下とともにレースウェイ脈
動周波数は高くなっている。これは，羽口燃焼コークス
比の低下によって炉下部へのコークス供給量が低下し，
円滑な移動層から固定層に近い状態に移行することによ
る。とくに，羽口燃焼コークス比が100 kg/tを下回ると
急激にレースウェイ脈動周波数は高くなることから，ソ
リューションロスカーボン量を90 kg/t，メタロイド反
応量を 5 kg/t，および浸炭量を50 kg/tとすると，炉頂
装入コークス比の下限は245 kg/t程度と算定される。こ
の値を低コークス比操業における下限値の目安とした。

4 ．神戸 3 高炉の低コークス比操業結果

　図12に低コークス比操業に伴う操業データの変化を
示す。2016年 4 月から高酸素富化操業（2.8％から4.6％に）
に移行し，さらに， 8 月 5 日より高熱量炭の増量（60％
から100％に）とともに，ペレットを増配（65％から80％
に）した。これにより，装入物分布制御と微粉炭吹き込
みによる複合制御に移行し，コークス比を315 kg/tから
283 kg/tに低下させることができた。なお， 9 月19日か
ら10月17日の間はコークス比低減操業は行わなかった。
　また，ペレット増配に伴ってηCOは上昇しており，
優れた高温溶け落ち性状を有する自溶性ドロマイトペレ
ットの効果を享受できた。同時に，溶銑Siも低下（0.71％
から0.48％に）させることができた。
　図13は，低コークス比操業時の垂直水平ゾンデ11）を
用いた炉内温度分布の変化を示す。軟化融着帯の上面に
相当する1,200℃ラインに注目すると，コークス比の低
下（315 kg/tから283 kg/tに）にもかかわらず，1,200℃
ラインはほぼ炉腹上端に制御された。したがって，装入
物分布制御と微粉炭吹き込みによる複合制御によって炉
下部熱流比が適正に制御されていることが分かる。また
同時に，溶銑Siの低下（0.71%から0.48%に）が認めら
れているいっぽうで溶銑温度も低下（1,507℃から
1,498℃に）していることから，溶銑温度を補正した溶

図10 低コークス比操業における炉口部ガス利用率分布の径方向
変化

Fig.10 Radial distribution changes of gas utilization ratio at furnace 
throat in low coke rate operation

表 2  レースウェイ面積比と還元材比の変化
Table 2  Changes of raceway area ratio and reducing agent rate

図11  羽口燃焼コークス比とレースウェイ脈動周波数の関係
Fig.11 Relationship between combustion coke rate at tuyere and 

pulsation frequency of raceway
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銑Siの低下は，0.71％から0.54％と推定される12）。この
結果より，自溶性ドロマイトペレットの増配により，
1,200℃ラインをほぼ炉腹上端に制御しながら融着帯下
面（1,450℃）レベルを低下させることができたと考え
られる。
　表 3 に神戸 3 高炉の低コークス比操業結果を示す。本
トライアルによる自溶性ドロマイトペレット増配による
コ ー ク ス 比 低 減（315 kg/tか ら283 kg/tに ） 効 果 は
19 kg/t，酸素富化率上昇および高熱量（低VM）炭増
配による複合制御の効果はそれぞれ 8 kg/tおよび 4 kg/t
である。その他の項目も含めると，合計で32 kg/tのコ
ークス比低減に成功した。
　表 4 に高炉諸元比較表を示す。海外ではタタスチール
のIJmuiden7BFにおいてコークス比261 kg/tの低コー
クス比操業を達成している13）。とくに，操業条件におい
てIJmuiden7BFは，ペレットと焼結鉱の混合装入を実
施しているにもかかわらず，低スラグ比操業を実現して
いる。
　いっぽうで神戸 3 高炉は，ペレット増配（65％から
80％に）にもかかわらずスラグ比はほぼ横ばい（258 kg/t
から257 kg/tに）である。これは，ペレットの原料鉱石
における脈石（SiO2，Al2O3）比率の上昇と変動，すな
わち我が国の製鉄業を取り巻く鉄鉱石原料の劣質化によ
るものである14）。さらに，溶銑中のSの低位安定を製鋼
工程より要求されていること，すなわち鋼材の高品質化
によるものである。

5 ．低コークス比操業のまとめ

　神戸 3 高炉において我が国唯一のオールペレット操業
を継続し，塊鉱石を自溶性ドロマイトペレットに振り替

表 3  低コークス比操業の結果
Table 3  Results of low coke rate operation

表 4  低コークス比操業の高炉諸元比較
Table 4  Comparison of blast furnaces in low coke rate operation

図12  低コークス比操業に伴う各種操業データの変化
Fig.12  Changes of operation data with low coke rate operation

図13  低コークス比操業に伴う炉内温度分布の変化
Fig.13 Changes of temperature distribution of blast furnace with low 

coke rate operation
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えるとともに，装入物分布と微粉炭燃焼の複合制御の適
正化を図った。その結果，ペレット配合80％および全量
ヤード原料という過酷な条件下において283 kg/tの低コ
ークス比操業を達成した。その成果を以下にまとめる。
　（ 1 ）小型高炉においては，周辺部の鉱石の高温溶け落

ち性状の制御がとくに重要である。今回のオール
ペレット低コークス比操業（283 kg/t）において
は，塊鉱石と自溶性ドロマイトペレットの置換に
より，軟化融着帯の上面（1,200℃ライン）をほ
ぼ炉腹上端に制御できた。この結果は，複合制御
により炉下部熱流比が適正に制御されたためと推
察される。

　（ 2 ）溶銑Siの低下（0.71%から0.48%に）が認められ
ていることから，自溶性ドロマイトペレットの増
配によって融着帯下面レベルを低下させ得たと判
断される。

　（ 3 ）ペレットの増配に伴ってηCOは増加しており，
自溶性ドロマイトペレットの効果を享受できた。

むすび＝当社神戸製鉄所における高炉操業は，2017年10
月31日にその長い歴史の幕を閉じた。いっぽうで，当社
加古川製鉄所への上工程設備集約後，大型高炉 2 基の安
定稼動および低コークス比操業の重要性がさらに高まっ
ている。

　今後の我が国の製鉄業は，鉄鉱石の劣質化が進むなか
で鋼材のさらなる高品質化が求められていく。そこで，
本稿で得られた高ペレット配合に応じた装入物分布制御
技術，および自溶性ドロマイトペレットによる高温溶け
落ち制御の技術を加古川製鉄所での大型高炉の操業に有
効に活用し，深化させていく所存である。
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まえがき＝当社では，2017年度に約746万tの粗鋼を生
産した際に，鉄鋼スラグや集塵（しゅうじん）ダスト，
スラッジなどの副産物が約322万t生成した。これら副
産物の97％を所内の原料や建築土木資材の原料としてリ
サイクル使用している（図 1 ）1 ）。本稿では，当社加古
川製鉄所における資源循環の取組みとして，鉄鋼スラグ
を利用した製品やダストなどの有効利用の現状と今後の
展開について解説する。

1 ．鉄鋼スラグ

1. 1　生成プロセス
　鉄鋼スラグは，製鉄工程で取り出した金属鉄以外の成
分であるCaO, SiO2, Al2O3, MgO, FexOなどからなる無
機物質である。鉄鋼スラグは，生成工程別に高炉スラグ
と製鋼スラグに大別できる。
　高炉スラグは，鉄鉱石から鉄を取り出す高炉から生成
するスラグである。溶融状態から冷却・固化させる方法
の違いにより，砂状の「高炉水砕スラグ」と岩石状の「高
炉徐冷スラグ」に分類される。
　高炉水砕スラグは，高炉から溶融状態で取り出したス

ラグに，水を吹き付け急冷したものである。水槽内に沈
んだ砂状の高炉水砕スラグは，回転するらせん状の装置
であるスクリュクラシファイアで水と分離して取り出さ
れる。分離された高炉水砕スラグは，ベルトコンベアで
輸送され，水砕ヤードに積み付けられる（図 2 ）。
　いっぽう，高炉徐冷スラグは，溶融状態のまま，コン
クリート壁で囲われたピット （ドライピット）に流出さ
せた後，大気中で冷却岩石状となったものである。
　製鋼スラグは，高品質の鋼を造り込む製鋼工程で用い
る複数の精錬炉から生成するスラグの総称である。おの
おのの精錬炉から生成するスラグについては，その精錬
炉名を先頭に記して呼ぶ。例えば，高炉で取り出した溶
銑を酸素精錬して鋼を製造する転炉から生成するスラグ
は「転炉スラグ」と呼ぶ。同様に，転炉で溶銑を精錬す
る前にりんを除去する脱りん炉，脱硫を行う機械攪拌

（かくはん）式処理炉（KR炉）から生成するスラグは
それぞれ「脱りん炉スラグ」，「KR炉スラグ」という。
それぞれの製鋼スラグは，精錬炉から溶融状態でスラグ
専用容器に取り出された後，散水や水浸により冷却され
て岩石状となる。

加古川製鉄所における資源循環への取組
Effective Utilization of Byproducts at Kakogawa Works

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（解説）

This paper explains the present status and future development of the effective utilization of byproducts 
at the Kakogawa Works. Kobe Steel produced approximately 7.46 million tons of crude steel in fiscal 2017, 
while generating approximately 3.22 million tons of byproducts such as slag, dust and sludge, and 97% of 
the byproducts were recycled. One of the effective ways of recycling is to use them as raw materials in 
in-house processes. They are also used as iron & steel slag products for construction and civil engineering 
materials. The main iron & steel slag products produced at the Kakogawa Steel Works include ground 
granulated blast furnace slag, blast furnace slag fine aggregate, and base course materials.
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図 1  当社鉄鋼事業部門におけるマテリアルフロー
Fig. 1  Material flow in iron and steel business of Kobe Steel
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　2017年度の当社における高炉スラグ生成量は約211万t，
製鋼スラグ生成量は約105万tである。なお，国内全体
では高炉スラグが2,285万t，製鋼スラグが1,367万t生成
している 2 ） 。
1. 2　所内利用と外販製品
　生成した鉄鋼スラグは，加工製造プロセスを経て，所
内において使用する原料または外販用鉄鋼スラグ製品に
向けられる。その利用の概要を図 3 に示す。高炉スラグ
の約 9 割はセメント・コンクリート用の材料として外販
している。いっぽう，製鋼スラグのうち，約 2 割が所内
でリサイクル利用され，残りは道路工事や土木工事の材
料として外販されている。
1. 2. 1　所内リサイクル
　鉄鋼スラグの所内リサイクルの目的は，スラグ中に含
まれている資源となる物質を回収・利用することである。
新たな資源を購入する費用や鉄鋼スラグを所外に輸送す
る費用などを低減できることから，積極的に所内リサイ
クルすることが重要である。酸化鉄や粒状鉄（鉄資源），
精錬材となる石灰石（Ca資源）を代替するCaは，鉄鋼
スラグ中に含まれ資源となる主な物質である。
　KR炉スラグには機械攪拌の結果として，多くの鉄が
含まれる。したがって，高炉の炉頂から装入する焼結鉱
の原料としてリサイクルされる。KR炉で脱硫処理が行
われた結果，KR炉スラグには多くのSが含有されてい
る。しかし，高炉内での脱硫反応により溶銑からSは除
去されるため，溶銑品質に影響することはない。
　転炉スラグはCaを多く含み，脱りん炉で使用する石
灰石の代替副原料として利用される。脱りん炉では転炉
と比較して低温で精錬を行うことから，脱りん反応が促
進される。このことに着目して，一度精錬に供した転炉

スラグを脱りん炉の副原料として再利用している。
　こうした方法により，加古川製鉄所では，高炉工程お
よび製鋼工程合わせて約21万t/年の製鋼スラグを再使
用している。
　また，炉頂装入物として使用するには難しい粉状スラ
グを，高炉羽口から微粉炭と共に吹込む技術を新たに実
用化した 3 ）。このように，所内リサイクル量のさらなる
拡大を目指している。
1. 2. 2　鉄鋼スラグ製品
　外販する鉄鋼スラグを「鉄鋼スラグ製品」と呼んでお
り，主な用途を表 1 に示す。セメント・コンクリート用
途と建築土木資材用途が主な出荷先であるが，農業用途
として肥料原料にも利用されている。
　加古川製鉄所において加工・製造する主な鉄鋼スラグ
製品には，高炉スラグ微粉末，高炉スラグ細骨材，鉄鋼
スラグ路盤材がある。

（ 1 ） 高炉スラグ微粉末（商品名：ケイメント）
　ケイメントはJIS A 6206高炉スラグ微粉末4000に相当
する製品であり，高炉水砕スラグを粉砕して石膏（せっ
こう）を添加した製品である（図 4 ）。ケイメントはセ

図 2  加古川製鉄所における高炉水砕スラグの生成フロー
Fig. 2  Schematic diagram of granulated blast furnace (BF) slag production process at Kakogawa Works

図 3  加古川製鉄所の鉄鋼スラグ利用概要
Fig. 3  Consumption ratio of BF slag and steelmaking slag at 

Kakogawa Works

図 4  ケイメント（高炉スラグ微粉末）
Fig. 4  Photograph of Kment (Ground granulated BF slag)

表 1  神戸製鋼所における鉄鋼スラグ種類別の用途
Table 1  Application list of iron and steel slag at Kobe Steel
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メント工場や生コンクリート工場に販売し，利用されて
いる。
　一般的なセメントの製造工程は，原料である石灰石や
粘土等を粉砕した後，キルン炉で焼成して「クリンカ」
と呼ばれる中間品を製造するところから始まる。クリン
カを粉砕して石膏を添加したものが「普通セメント」と
なる。これに対して，普通セメントに高炉スラグ微粉末
を多量に混合すると「高炉セメント」となる。
　日本のセメント産業は，温室効果ガスの総排出量の約
4 ％に相当するCO2を排出している。排出されるほとん
どのCO2はセメント中間製品であるクリンカを製造する
過程で，石灰石を焼成することにより発生する。普通セ
メントに高炉スラグ微粉末を多量に混合して製造する高
炉セメントは，クリンカの構成比を大幅に引き下げるこ
とができ，CO2の削減に寄与する 4 ）。
　さらに，高炉セメントを使用したコンクリートは化学
抵抗性に優れており，塩素イオンの拡散係数・透水係数
が小さく，アルカリシリカ反応抑制効果がある。このた
め，耐久性のある構造物にできることが利点である。
　当社では，セメント製造会社自身で粉砕する場合には
高炉水砕スラグを供給している。また，セメント工場で
普通セメントと混合する工程のみ実施する場合には，ケ
イメントを供給している。さらに，生コンクリート工場
やコンクリート 2 次製品工場において，コンクリート用
の混和材料としてケイメントは利用されており，最終的
に建築物や土木構造物となっている。
　近年，大手ゼネコン会社が中心となり，建設工事に伴
うCO2発生量削減策を行っている。その一つとして，大
量に高炉スラグ微粉末を利用するコンクリートに関する
商品開発を積極的に進めている。今後のケイメントの利
用拡大が期待される 5 ） 6 ）。

（ 2 ）高炉スラグ細骨材（商品名：シンコーサンド）
　シンコーサンドは，水砕スラグを軽破砕して粒子形状
とサイズを調整したコンクリート用の砂（細骨材）であ
る。JIS A 5011-1には粒度による細骨材の区分があり，
当社では粒度区分2.5 mm以下のBFS2.5に相当する細骨
材を製造している。
　シンコーサンドは適切な品質管理のもとで製造された
工業製品であり，天然砂とは異なる。コンクリートの耐
久性に影響を及ぼす有機不純物や粘土，貝殻などを含ま
ないこと，品質のばらつきが少ないこと，反応性シリカ
を含まないためアルカリシリカ反応を起こさないことな
どの優位な特徴を有する。これらに加えて，高炉スラグ
細骨材を使用したコンクリートは，「乾燥収縮を抑制す
る効果」，「遮塩性能，耐凍害性，化学抵抗性の向上効果」
などをもつことが，近年明らかになっている 7 ）。コンク
リートの耐久性向上へのさらなる寄与が期待される。

（ 3 ）路盤材用途
　道路表層のアスファルトコンクリートの下に使用され
ている路盤材は，路面の交通荷重を分散させ，下方の路
床にかかる応力を低減する役割を担っている。その特性
には，良好な締め固め性と高い地盤強度が求められる。
鉄鋼スラグはかみ合わせの良い粒子形状をしており，良

好な締め固め性を示す。このことから，路盤材の素材に
適している。
　加古川製鉄所では，高炉水砕スラグ，高炉徐冷スラグ，
製鋼スラグ，その他の素材をそれぞれ適正な比率で混合
して路盤材を製造している。製造している路盤材の種類
には，主に路盤上層部で使用される水硬性粒度調整スラ
グ（商品名：HMS-25）と，主に路盤下層部で使用され
る再生路盤材（商品名：RC-30，RC-40）がある。
1. 3　製品製造プロセス

（ 1 ）ケイメント
　ケイメントの製造工程を図 5 に示す。原料である高炉
水砕スラグと天然石膏を縦型ローラミル（OKシリーズ
ミル 8 ））にて粉砕する。この後，バグフィルタで採取し
て製品サイロに貯蔵する。貯蔵した高炉スラグ微粉末
は，輸送形態別に出荷される。そのままトラックに抜き
出して陸上出荷する場合と，海上サイロへ気送して船に
荷役して海上出荷する場合がある。

（ 2 ）シンコーサンド
　シンコーサンドの製造工程を図 6 に示す。粒度調整機
であるオートファインクラッシャにて原料である高炉水
砕スラグを軽破砕・整粒処理することにより，シンコー

図 6  シンコーサンドの製造フロー
Fig. 6  Production process of shinko-sand

図 5  ケイメントの製造フロー
Fig. 5  Production process of Kment
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サンドを生産している。高炉スラグ細骨材は，長期間の
貯蔵時には固結する性質を有する。このため，シンコー
サンドには固結防止剤が添加されている。オキシカルボ
ン酸塩系化合物やポリアクリル酸塩系化合物の固結防止
剤が実用化されている 9 ） 。

（ 3 ）路盤材
　路盤材の製造工程を図 7 に示す。高炉徐冷スラグや製
鋼スラグを路盤材に供する場合には，エージングと呼ば
れる材質安定化の処理を全量に実施している。高炉徐冷
スラグに含まれる硫黄は黄濁水や硫化水素臭を発生する
ことがある。この現象を防止するため，屋外で大気ばく
露する「大気エージング」を実施している。水，大気中
の酸素や炭酸ガスによって硫黄を安定化処理した後，路
盤材として使用している。
　製鋼スラグに含まれるCaOは，吸水反応により
Ca（OH）2 が生じて体積膨張する。このため，エージン
グ処理を行わずに路盤材として使用した場合には，路盤
材層の上面にあるアスファルト層を下から押し上げる。
これにより，花咲き現象と呼ばれる道路表面の凹凸が発
生する。花咲き現象を防止するために「蒸気エージング」
を実施し，事前にCaOを水と反応させてCa（OH）2 に変
える。蒸気エージング後の製鋼スラグを路盤材の素材と
して使用している。
1. 4　鉄鋼スラグ製品の管理
　鉄鋼スラグ製品は有益な製品である。いっぽうで，「接
触した水がアルカリ性を示す」，「未エージング処理品に
は膨張特性がある」などの特有の性質がある。したがっ
て，品質の管理に加えて，需要家にも十分な理解を得る
必要がある。
　こうしたことを踏まえ，鉄鋼スラグ製品の業界団体で
ある鐵鋼スラグ協会では，「鉄鋼スラグ製品の管理に関
するガイドライン」（以下，ガイドラインという）をと
りまとめている。ガイドラインには，鉄鋼スラグ製品の
販売にあたり，販売者が管理すべきことが記載されてい
る。また，第三者機関の審査に基づく審査制度も導入し
ており，業界の信頼度向上に努めている。
　加古川製鉄所においても，ガイドラインに沿った製品
管理を実施している。また，第三者機関の審査に基づく
審査制度も活用しており，需要家に安心して当社の製品
を利用いただけるよう製品の管理に努めている。

2 ．ダスト類

2. 1　生成プロセス
　加古川製鉄所において発生する主なダスト，スラッ
ジ，スケール（以下，ダスト類という）を表 2 に示す。
これらのダスト類は，発生する製鉄工程あるいはその回
収方法によって，それぞれ異なる特徴を有する。
　焼結工程において生成する焼結EPダストは，鉄鉱石
に混合したコークスブリーズを燃焼させて焼成して焼結
鉱を製造する際に，発生する排ガスから乾式集塵設備で
回収されるダストである。
　高炉工程で生成する高炉湿ダストは，高炉下部から吹
込んだ熱風が炉頂排ガスとして排出される際に，排ガス
に随伴した鉄鉱石粉やコークス粉が湿式集塵設備により
回収されたダストである。
　焼結EPダストや高炉湿ダストは，鉄鉱石やコークス
などの微粉を主体としていることから，鉄分や炭素分の
割合が高い。また，反応時に揮発した鉱石由来の微量元
素が排ガス中に移行する。このため，塩素，水銀，アル
カリなどの微量元素の含有率が高い。
　製鋼工程においては，脱りん炉や転炉に装入した溶銑
に造さい剤を投入して酸素ガスを吹込むことにより，脱
りんや脱炭処理を行う。この際，酸素ガスの吹込みによ
る溶銑の吹き返し（スピッティング）や酸化反応の火点
でヒュームが発生し，排ガスとともに搬送される。各炉
に設置された集塵設備で回収された微粒状の鉄は，それ
ぞれ脱りん炉ダスト，転炉ダストとなる。脱りん炉では
乾式集塵設備，転炉では湿式集塵設備（OG方式）を採
用している。したがって，回収後の含水率およびリサイ
クルの事前処理は，それぞれのダストで異なる。
　圧延工程では，鋼を加熱して圧延加工処理を実施して
いる。加熱時には鋼の表面に黒皮と呼ばれる酸化鉄の膜
が生成するが，これは圧延加工時に剝がれる。剝がれた
黒皮は，冷却水によって水処理設備に運ばれ，粗粒状の
スケールと微粒状の圧延スラッジとして回収される。両
者とも鉄分は鉄鉱石より高く，良質の鉄資源である。ま
た，圧延スラッジには圧延油由来の油分が多く含まれて
いる。
2. 2　処理と利用

（ 1 ）事前処理
　ダスト類をリサイクルするためには，使用先のプロセ
スに応じて含水率や粒度を調整する必要がある（表 3 ）。
　例えば，高炉でダスト類を炉頂から装入する場合，高

図 7  路盤材の製造フロー
Fig. 7  Production process of road base materials

表 2  加古川製鉄所で発生する主なダスト
Table 2  Main dusts generated from Kakogawa Works
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炉の炉内通気性を確保するために，微粒状のダスト類は
塊成化する必要がある。このため，焼結工場やペレット
工場でダスト類を塊成化し，焼結鉱やペレット鉱として
炉頂から装入する。　
　焼結工場でダスト類をリサイクルする場合には，ダス
ト類をほかの焼結原料と同等の水分値にする必要があ
る。このため，脱水と乾燥を行った後にほかの焼結原料
と混合する必要がある。いっぽう，ペレット工場でリサ
イクルする場合，湿式集塵設備で回収されたダスト類を
脱水せずに，泥状のスラリとしてシックナに集積し，取
り出される排泥を造粒前のペレット原料に添加して使用
している10）。
　このように，焼結工場やペレット工場において，ダス
ト類をリサイクルするための事前処理は簡便かつ安価で
ある。しかし，成分調整が困難であることから，亜鉛や
りんなどの含有量により使用量の上限が決定される点が
問題となっている。
　製鋼工程でダスト類をリサイクルする場合には，亜鉛
などの成分含有量の制約は少ない。しかし，高温の溶銑
に直接投入するため，水蒸気爆発などを避ける観点か
ら，低水分となるように乾燥する必要がある。例えば，
圧延工程で発生する鉄分の多いスケールは水分を含むこ
とから，脱りん炉や転炉で使用する際にはその使用量に
制限があった。
　脱りん炉の上方から投入するスケールの水分と投入可
能量の関係を図 8 に示す。スケール投入時に発生する火
炎が排ガス集塵フードから漏れるため，スケールの水分
が数％の場合にはスケールの投入量は限定されていた。
そこで，スケールの乾燥設備を設置して，水分量を0.5%
以下まで乾燥させる事前処理プロセスを導入した。その
結果，スケールの投入量が大幅に向上した。

（ 2 ）元素フローに基づくダスト類の所内利用
　製鉄所に流入する元素に着目して，ダスト類の所内に
おける循環利用の考え方をまとめた（表 4 ）。元素は①
有用元素，②造さい元素，③脈石元素，④不純物元素，
⑤微量元素の 5 つに大別できる。
　有用元素にはFe，Cがある。製鉄工程での発生品へ
の混入を抑制しつつ，有用元素が含まれるダスト類は所
内で積極的にリサイクルする。
　造さい元素にはCaやMgがある。製銑または製鋼の
工程で使用する石灰石に代表される精錬材の代替とし

て，造さい元素は所内でリサイクルする11）。
　脈石元素とは鉄鉱石の脈石を構成する元素（Si, Al）
であり，所内においてはリサイクルの価値は低い。不純
物元素であるPとSは，溶銑や溶鋼の品質およびスラグ
生成原単位に影響する。このため，ダスト類の不純物元
素含有量により所内におけるリサイクル量が制限されて
いる。これら造さい元素，脈石元素，不純物元素は，所
内リサイクル利用後に主として鉄鋼スラグに移行し，鉄
鋼スラグとして扱われる。
　微量元素であるZn，Cl，Hgなどはダスト類に移行し
やすい。このため，ダスト類として所外で再利用あるい
は産廃処分する必要がある。この際，ダスト類に含まれ
る未利用の有用元素（Fe）を最小限にすることが望ま
しい。そこで，ダスト類は所内で繰り返しリサイクルし
て，微量元素濃度を高めた後に排出する。
　加古川製鉄所では，上記の元素フローの考え方に基づ
いて，ダスト類の効率的なリサイクルを図っている。
　一例として微量元素であるZnのフローを図 9 に示す。
焼結およびペレットの焼成工程のダストにZnはほとん
ど含まれていない。また，Znは高炉や製鋼工程におい
て排ガスに移行しやすく12）13），集塵設備でダストに濃縮
する。さらに，高炉にZnが入ると炉壁に付着物を形成
して，炉況に悪影響を及ぼす。このため，高炉のZn装
入量には制約を設けている。
　そこで焼結工場やペレット工場では，製銑工程で発生
するZn低含有ダストを主として使用する。いっぽう，

表 3  製鉄所内での使用に必要なダストの事前処理
Table 3  Dust pre-treatment for recycling at Iron and steel 

making procces

図 8  脱りん炉に投入可能なスケール量と水分の関係
Fig. 8  Relationship  between moisture and charging rate of mill 

scale in De-P furnace

表 4  元素ごとの資源循環の考え方
Table 4  Concept of resource recycling of each element
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製鋼工程においては熱の使用に制約があるなか，Zn高
含有ダストを混銑車での溶銑予備処理により循環使用
し14），予備処理ダストへのZn濃縮を図る。
　さらに，従来，転炉で使用していたZnめっき屑（くず）
を， 2 基の脱りん炉で使用して，脱りん炉ダストにZn
を濃縮するフローに変更した。フローの変更により，転
炉へのZnインプットが減少し，転炉湿ダストのZn含有
量が低減できた（図10）。この結果，ペレット工場およ
び焼結工場での転炉湿ダストのリサイクル量が増加し
た。
　いっぽう，Znが濃縮されたダスト（高炉湿ダスト，
予備処理ダスト，脱りん炉ダスト）は，所内リサイクル
系外に排出している。一つは，日本製鉄（株）と当社と
の合資会社である日鉄神鋼メタルリファイン（株）が運
営するFASTMETプロセス15）16）である（日本製鉄（株）
広畑製鉄所に設置）。FASTMETプロセスではZn濃縮
ダストを還元して脱Zn処理を行い，還元鉄および粗酸
化亜鉛とする。これらは新たな工業原料として有効利用
される。また，ほかの用途にはセメント原料があり，セ
メント製造会社に出荷して有効利用している。

3 ．今後の資源循環への取組み

3. 1　鉄鋼スラグの新規用途
　近年，当社グループでは，製鋼スラグの新たな利用法

として，製鋼スラグの特性を生かした海域環境改善材へ
の展開を図っている17）。
　兵庫県が設置している「ひょうごエコタウン推進会議」
には「鉄鋼スラグ利用拡大研究会 海域WG（以下，海
域WGという）」が設けられており，産・官・学が一体
となって鉄鋼スラグ海域環境改善材の機能と安全性の検
証に取り組んでいる18）。
　上述した海域WGは淡路市岩屋田之代海岸沖において
実証試験を行った。実証実験では,天然石で構成された
既設潜堤に隣接するエリアに，スラグ人工石約1,000tを
2014年 5 月に設置した（図11）。また,比較のため天然石
20 tを同時期に設置した。スラグ人工石と天然石におけ
る海藻付着状況および水質の比較を行った。比較は年 2
回の頻度で 3 年間実施した。2014年 8 月（設置 3 箇月後）
と2017年 4 月（設置 3 年後）の観察結果を図12に示す。
設置初期から 1 年目まではスラグ人工石には天然石より
も多くのアカモクが繁茂していた。2 年目からはスラグ
人工石と天然石の海藻付着状況はほぼ同等レベルとな
り， 3 年目からは既設潜堤とほぼ同等の植生となってい
た。この結果から，スラグ人工石は海藻の着生基材とし
て有効であることが確認された。
　実証試験の結果を受けて，兵庫県内の海域工事とし
て，神戸市発注の須磨地区潜堤築造工事にスラグ人工石
が初めて採用された。本工事において，約1,000 tのスラ
グ人工石が潜堤構築材として使用され，2016年 3 月に沈
設を完了している。
　今後，鉄鋼スラグ海域環境改善材としての利用実績を
生かし，海域工事・港湾工事の資材としての利用を進め
ていく。

図 9  加古川製鉄所のZnフロー
Fig. 9  Zn flow at Kakogawa Works

図11  スラグ人工石の設置方法
Fig.11  Immersion installation method for slag artificial stone

図10 転炉での亜鉛めっき屑の不使用による転炉湿ダストの亜鉛
濃度低減効果

Fig.10 Decrease of Zn content of LD sludge by no use of Zn scrap to 
LD converter
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3. 2　ダストリサイクルの課題
　安価な鉄資源としての活用のみならず，産廃処分量の
削減による環境負荷低減の観点からも，ダスト類のリサ
イクルはさらに推進しなければならない。さらなるダス
トリサイクルに対する課題は以下のように挙げられる。
　 （ 1 ）前述した元素フローにおける不純物元素，微量

元素に加え，アルカリや油分のダスト類からの
除去

　 （ 2 ）濃縮した微量元素の無害化
　 （ 3 ）所内リサイクル系の外に取り出すための引受先

の確保
　これらプロセスの開発と導入に取り組んでいく。

むすび=当社加古川製鉄所では，事業活動において環境
に配慮したものづくりとして，副産物の所内原料化・外
販製品化などを通じた資源循環活動に取り組んでいる。
今後も，副産物への新しい価値の付加やリサイクルの促
進を図る。これらの活動を通じて天然資源の保全活動や
省エネルギー社会実現に向けて貢献したい。
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図12  スラグ人工石を用いた試験潜堤の観察結果
Fig.12  Observations of experimental submerged breakwater using slag stone
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まえがき＝当社加古川製鉄所（以下，加鉄という）製鋼
部は，上工程集約を目的に新設工場を立ち上げ，神戸製
鉄所（以下，神鉄という）で溶製していた線材棒鋼向け
特殊鋼の製造技術確立に取り組んだ。溶鋼処理設備での
N調整技術や，ブルーム連鋳機の 5 ストランド化操業技
術を実現し，計画どおり2017年11月から加鉄での 1 拠点
粗鋼生産体制とした。
　本稿では，新設した第 3 溶鋼処理設備（ 4 RH， 2 LF）
および第 6 号連続鋳造設備（ 6 CC）のそれぞれの特徴
と品質設計の考え方，上工程集約後の稼働状況について

報告する。

1 ．鋼材生産体制の変化

　上工程集約は，溶銑・製鋼コスト低減，主力製品拡販
といった安定収益基盤構築のための鋼材生産体制の構造
改革である。図 1 に上工程集約による鋼材生産体制の変
化を示す。当社は神鉄の高炉から 3 分塊工場までを2017
年10月に休止するとともに，線材棒鋼向け特殊鋼製造プ
ロセスを加鉄に新設した。製鋼部では 2 次精錬工程とし
て 4 RH/ 2 LFを，また連続鋳造工程として 6 CCを稼働

加古川製鉄所における特殊鋼生産体制の確立　　　　　
～第3溶鋼処理設備，第6号連続鋳造設備建設～
Establishment of Special Steel Production System at Kakogawa Works
-Construction of No.3 Secondary Refining Equipment and No.6 Continuous Caster-

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（技術資料）

Kobe Steel shut down the operation of the ironmaking and steelmaking process at Kobe Works in 
October 2017, and in November 2017, this upstream process was integrated at  Kakogawa Works. 
Prior to this, by January 2017, the Steelmaking Department of Kakogawa Works had established a 
special-steel production system for wire rods by installing No.3 secondary refining equipment (2LF, 
4RH) and No.6 continuous caster (6CC). A challenge in designing the new process was to produce a 
small lot of special steel with high productivity, yield and high quality at Kakogawa Works, which has 
a large amount of heat size. In order to solve this problem, cutting edge technologies were introduced 
to the steelmaking equipment. This has enabled small lot production and quality improvement while 
continuing stable production under the full production system after the upstream process integration. 
This paper reports the features of each newly installed facility, the concept of quality design, and the 
operational status.
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図 1  上工程集約による鋼材生産体制の変化
Fig. 1  Changes of steel making production system by integrating upper processes
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させ，神鉄で製造していた線材・棒鋼鋼種の生産体制を
整えた。
　図 2 に両製鉄所の 2 次精錬から連続鋳造工程のプロ
セスフローを示す。神鉄の 2 次精錬工程はASEA-SKF
方式を採用し，連続鋳造工程は生産能力60 kt/月の能力
を有する 2 基の連鋳機（ 3 CC， 5 CC）を備え，設備特
性に応じた造り分けを実施していた。またヒートサイズ
は100 tであり小ロット生産に特化していた。ヒートサ
イズが250 tの加鉄において，新プロセスでは小ロット
多品種の線材・棒鋼鋼種の品質や生産性を満足しつつ，
生産能力140 kt/月を有する 2 次精錬から連続鋳造工程
が求められた。そこで 2 次精錬工程では溶鋼処理能力の
高いRH/LF方式を採用し，連続鋳造工程では神鉄で鋳
造していた全鋼種を高生産性，高歩留り，高品質で鋳造
できる 5 ストランドブルーム連鋳機（ 6 CC）を設計した。

　上工程集約に伴う新プロセス設計の課題を表 1 に示
す。2 次精錬工程では神鉄ASEA-SKF方式で溶製して
いた難溶製材や超清浄鋼について，RHでは真空処理に
伴う脱窒素抑制や，狭成分鋼種の短時間処理化，また
LFでは強攪拌（かくはん）による介在物変化への対応
と溶鋼清浄化が課題であった。また 6 CCでは 5 ストラ
ンドとしたことから，タンディッシュ（TD）大型化に
よるストランド間の温度差と， 3 次冷却設備のメンテナ
ンス負荷増（冷却ノズルの複数化）が課題であった。こ
れらに対して新技術を導入することで解決を図った。

2 ．各設備の特徴と品質設計の考え方

2. 1　第 3 溶鋼処理設備（ 4 RH， 2 LF）
2. 1. 1　 4 RH設備概要
　表 2 に神鉄と加鉄の真空脱ガス装置の比較を示す。

図 2  上工程集約による製鋼プロセスフローの変化
Fig. 2  Steelmaking process change by integrating upstream productions

表 1  特殊鋼溶製における課題
Table 1  Problems in production of special steel

表 2  真空脱ガス装置の比較
Table 2  Comparison of vacuum degassing apparatuses between ASEA-SKF and RH
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RH方式では高攪拌状態で脱ガスを同時に実施できる。
このため，脱ガス工程を別に設けるASEA方式と比較
して処理時間を45分短縮できる。さらに，基本処理時間
を短縮するために自動合金調整システムおよび合金微量
切り出し装置を導入し，狭成分規格鋼種の溶製にも対応
できる設備とした。非稼働時間については，オンライン
での耐火物補修が可能な旋回式メンテナンス台車を新た
に採用することによって短縮を図った。
　窒素濃度制御については，ASEA方式では大気圧下で
の窒化合金鉄の添加によって容易に制御できていた。し
かしRH方式では，常時真空下での攪拌を実施すること
によって平衡窒素濃度まで脱窒が進むため，高濃度領域
における窒素添加に大きな課題があった。そこで，高流
量窒素ガス攪拌の導入に加えて，真空槽内の圧力調整機
能を新たに備えることによって各種窒素規格に対応する
設計とした。
2. 1. 2　窒素濃度制御技術
　RHにて窒素濃度を所定範囲内に制御するために, 環
流ガス種，環流ガス流量，RH槽内の真空度，溶鋼成分
などの影響を考慮した窒素濃度予測計算システムを開発
した。本システムの基となる計算モデルの概要を式

（ 1 ）1 ）に示す。RH槽内の真空度に応じて各種パラメー
タを持たせるなど，独自の工夫を施すことによって制御
精度の向上を図った 2 ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（ 1 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（ 2 ）

ここで，［N］V：真空槽内窒素濃度（%），［N］L：取鍋内窒
素濃度（%），VL：取鍋内溶鋼量（m3），VV：真空槽内溶
鋼量（m3），t：時間（min），Q：溶鋼環流量（m3/min），
RS：鋼浴表面における脱窒速度（%/min），RAr：溶鋼環
流用のAr気泡界面における脱窒速度（%/min），RN2：
溶鋼環流用の窒素ガス気泡界面における脱窒速度（%/
min），Rleak：浸漬管からの大気侵入による吸窒速度（%/
min）である。
　窒素濃度を制御する方法として，スタティック制御に
加えてダイナミック制御を導入し精度向上を図った。ス
タティック制御は溶鋼成分，初期窒素濃度，目標窒素濃
度，処理時間に応じて事前にRH処理条件（還流ガス種，
還流ガス量，真空度）を決定しておく方法である。初期
窒素濃度80ppmとしたときの，各RH処理条件における
計算結果を図 3 に示す。
　ダイナミック制御は処理中の窒素濃度分析値と残りの

dt
d［N］V

VV

Q＝－ （［N］V－［N］L）＋RS＋RAr＋RN2

dt
d［N］L

VL

Q＝－ （［N］V－［N］L）＋Rleak

処理時間に応じてRH処理条件を変更する方法である。
スタティック制御のみで生じた窒素規格との乖離をダイ
ナミック制御により収束させた一例を図 4 に示す。
　本制御方法によってガス攪拌制御による窒素濃度の狭
幅管理が可能となり，窒素添加鋼のRH全量移管を可能
とした（表 3 ）。
2. 1. 3　 2 LF設備概要
　表 4 に溶鋼加熱設備ASEAとLFとの比較を示す。ヒ
ートサイズの増大に伴い，ASEAのスターラ方式では溶
鋼攪拌能力が不足するため，攪拌動力の大きいArバブ
リング方式のLFを採用した。さらに，攪拌方式の変更
によってスラグ巻き込みによる清浄度悪化が懸念された
ため，スラグ－メタル反応の制御方法について設計の見
直しを行った。
　有害となる粗大CaO含有介在物の起源はLF精錬時の
トップスラグの巻き込みが主要因であり，攪拌条件との
相関が強い。式（ 3 ）は水モデル実験値から近似した溶
鋼表面流速の平均速度U1

3）であり，式（ 4 ）で求まるス
ラグ巻き込み臨界流速Vmin＝0.69 m/s 4 ）以下の条件下に
おいてはスラグ巻き込みが発生しない領域となる。水モ
デルおよび流動解析によってランスの配置や流量の検証
を行った結果，低流量で層流攪拌を行う常用ランスと，
大流量で乱流攪拌を行う強攪拌ランスとを備える設備構

図 3  RH環流条件が［N］挙動に及ぼす影響（計算結果）
Fig. 3  Influence of RH treatment conditions on [N] contents 

(calculation results)

図 4  ダイナミック制御時の［N］推移
Fig. 4  [N] behavior in dynamic control

表 3  各［N］規格における環流条件と［N］制御結果
Table 3  RH treatment conditions with changes of required [N] level in steel, and obtained [N] value after suitable treatment
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成とした。表 5 に示すとおり，スラグ設計と攪拌条件と
を組み合わせることによって，清浄化処理，介在物制御，
S濃度制御を実現した。
　　　　　　　　　　…………………………………（ 3 ）

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 4 ）

ρm：溶鋼密度（kg/m3），ρs：スラグ密度（kg/m3），σ：
溶鋼－スラグ界面張力（N/m3），ｇ：重力加速度（m/s2），
ε：攪拌動力密度（W/t），R：取鍋半径（cm） 
　これらの新技術の導入により， N濃度制御が可能な
RH設備に介在物制御およびS濃度制御の機能を補完す
るLF設備を組み合わせることにより，第 3 溶鋼処理設
備は神鉄にて溶製していた鋼種全てを製造可能な設備構
成とした。

U1=1.54（ε･R）0.43

Vmin=4
{48g（ρm－ρs）σ}

ρs2

2. 2　第 6 号連続鋳造設備（ 6 CC）
2. 2. 1　設備概要
　 6 CCの設備概要を図 5 に示す。本設備は当社機械事
業部門と鉄鋼事業部門とによって設計を行った垂直曲げ
型のブルーム連鋳機である。鋳片サイズ300×430 mm，
曲げ半径10.0 m，鋳造速度はいずれも神鉄 3 CCおよび
5 CCと同様の設計 5 ）とした。
　 6 CCの設計コンセプトと仕様を表 6 に示す。6 CCの
ロールプロフィルは，表面品質厳格材を鋳造していた
5 CCをベースに，さらなる表面および内部品質の向上
を狙い，最適化を図った。まず，皮下内部割れの原因と
なる鋳型下バルジング防止のため，鋳型を含めた垂直部
長さを4.0 mに延長した。タンディッシュ（以下，TD
という）は 5 ストランドに対応して大型化を図るととも
に，安定流動制御と小ロット対応が可能な形状とした。
3 次冷却設備は，ミスト冷却と大気冷却が選択でき，鋼
種特性に応じて鋳片表面温度を広範囲に制御できる設計
とした。
2. 2. 2　タンディッシュ
　図 6 に 6 CCTDの模式図を示す。6 CCTDは注入室と
ストランド室を堰（せき）で分離し，堰には溶鋼を通す
スリーブ（堰孔）を設けている。TD重量低下時にスト
ランド室と注入室が湯面でつながることで非定常部の排

表 4  溶鋼加熱設備の比較
Table 4  Comparison of apparatus for heating molten steel

表 5  各制御における攪拌条件とスラグ設計
Table 5  Conditions of stirring intensity and slag treatment with 

changes of steel grades

図 5  6 CCの設備概要
Fig. 5  Schematic diagram of 6 CC
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鋼性を確保できるシンプルな構造とした。TD設計にお
ける技術的な課題は，横長形状でも溶鋼を均一化できる
定常部の流動制御であった。大容量化による介在物浮上
分離の促進と，横方向への流動制御によりスリーブに近
接するストランドへの直送流の抑制を可能とすることで
ある。これらについてスリーブ角度と形状をシミュレー
ションや水モデル実験を用いて検討した。
　表 7 に 6 CCTDの溶鋼流動シミュレーション結果を
示す。従来技術である大容量TDによる介在物浮上促進
とスリーブ方式による溶鋼流動の制御，およびストラン
ド室での上昇旋回流の形成の考え方 6 ）をベースとした。
また，近傍ストランドに直接流れることなく水平方向へ
の流れを作るスリーブの形状と角度を調整することによ
って，ストランド室における溶鋼温度や介在物浮上速度
の均一性を確保できる最適構造とした。
　これにより， 6 CCTDはシンプルな構造で流動制御，
排鋼性を満足する形状とすることができた。実操業にお
いては，TD温度降下はシミュレーション結果とよく一
致し，ストランド別の最大温度偏差は2.0～5.0℃と小さ
く（表 7 ），TD溶鋼流動制御による偏熱低減効果が得
られた。さらに，排鋼性を確保したことから非定常部で
のチャージ境クロップ量も極小化でき，計画どおりの効

果が得られている。
2. 2. 3  3 次冷却設備
　 3 次冷却設備は，鋳片切断～加熱炉装入の間に鋳片表
面温度をA1変態温度以下に冷却する冷却設備である。
鋳片表層組織を微細化し，分塊圧延時の粒界割れ伸展を
防止するために設けている。6 CCではミストおよび大
気両方の冷却方式を選択できる仕様とした。さらにミス
ト冷却では，鋳片切断後に冷却帯を配置することによ
り，鋳造速度の影響を受けず均一冷却することができた。
　また，ミスト冷却帯のメンテナンス性向上と鋳片下面
のさらなる均一冷却化を狙い，超広角ミストノズルを開
発した（図 7 ）。従来の 3 CCミストノズルに比べて超広
角ミストノズルは，水量密度や衝突圧を保持しつつ鋳造
方向に約 2 倍の噴霧幅を持つ。これによりノズルピッチ

表 7  TD形状案とシミュレーション結果
Table 7  Tundish shape and simulation results

図 7  超拡散型 3 次冷却ミストノズル
Fig. 7  Mist nozzle with super-wide spreading angle for third cooling

表 6  6 CCの設計コンセプトと仕様
Table 6  Design concept and specifications for 6 CC

図 6  6 CC大型タンディッシュ模式図
Fig. 6  Schematic view of 6 CC TD with large size
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を従来の約 2 倍に広げることができ，ノズル個数を半減
することができた。さらに，鋳片下面のロール接触部近
傍の未冷却域を約10%低減できた（表 8 ）。
　これらの技術を導入したことにより，冷却速度の多様
化に加えて冷却の均一性と良好なメンテナンス性を兼ね
備えた 3 次冷却設備とすることができた。6 CC立ち上
げ後，鋳造鋼種ごとに冷却条件を使い分け，鋳造から加
熱炉装入までの鋳片温度を狭幅制御することができた。
6 CC鋳造材の鋼片表面に対する磁粉探傷検査結果では，
3 CCおよび 5 CC以上の表面品質を得ることができてい
る（表 9 ）。

3 ．上工程集約の工事工程と稼働後の状況

　上工程集約決定後，2015年10月には 2 LF工場を稼働
させたのに続き，2017年 1 月には 4 RHおよび 6 CC工場
を稼働させた。神鉄の上工程が休止した2017年10月末ま

での期間は間欠操業とし，操業確立と承認材の溶製（鋼
種拡大）を実施した。またその間は，神鉄からの異動予
定者に対する作業習熟訓練も進めた。2017年11月より神
鉄からの異動者を受け入れ，フル操業体制とした。
　集約後は， 4 RHの溶鋼時間短縮， 6 CC多連々化や鋳
造速度アップなどを進め，計画的に生産能力を拡大させ
た。2019年 3 月には立ち上げ以降最大の粗鋼生産量
148.5 kt/月を記録し，140 kt/月という当初目標とした生
産能力（年平均）を達成した。

むすび＝加古川製鉄所では，上工程集約に向けて第 3 溶
鋼処理設備（ 2 LF, 4 RH）と第 6 号連続鋳造設備（ 6 CC）
を新設し，線材棒鋼向け特殊鋼生産体制を強化した。新
設備は立ち上げ後も順調に稼働し，作業習熟と生産能力
向上に努めた結果，上工程集約後のフル生産体制の下で
安定生産を継続しつつ，小ロット対応と品質向上に効果
を上げている。
　今後は， 2 CCと 6 CCブルーム連鋳機 2 基体制下でさ
らなる互換性の向上や，鋳造の制約を緩和することによ
るコストミニマム生産を進める計画である。それによっ
て生産性・品質・コスト面での最適な生産体制を確立し，
安定供給および品質安定化の面で顧客や社会の期待に応
え，確固たる信頼を得ていきたいと考えている。
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表 8  超広角ノズル適用の効果
Table 8  Effect of applying mist nozzle with super-wide-angle

表 9  鋼片表面磁粉探傷検査結果
Table 9  Results of magnetic particle inspection for billet surface 

defects
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まえがき＝当社の主力製品である特殊鋼線材・棒鋼，ハ
イテン鋼板やエネルギー関連向け厚板などの清浄鋼は脱
硫・脱燐（りん）を必須としている。いっぽう，近年の
高炉原料の価格高騰に伴う低品位原料の使用拡大によ
り，出銑Si，Pが上昇している。加えて，当社加古川製
鉄所への上工程集約に伴って神戸製鉄所溶製鋼種の製造
を加古川製鉄所に移管することにより，脱硫・脱燐必須
材が増加することが予測された。このため，溶銑処理負
荷増大に対する対応が急務の課題となった。
　そこで加古川製鉄所では，KR（Kanbara Reactor）
法を用いたKR脱硫設備（以下，KRという）と転炉型
脱燐炉を新設して脱珪，脱硫，脱燐，脱炭を機能分担し，
プロセス高効率化と溶銑処理能力向上を図った。これに
よって転炉における脱珪・脱燐負荷を軽減することがで
き，吹錬時間短縮による粗鋼生産能力の向上をも果たし
た。その結果，上工程集約後における一つの鋼材生産拠
点での生産体制構築と鋼材 3 品種（線条，薄鋼板，厚鋼
板）の高付加価値化（低燐・低硫化）を実現した。
　本稿では，加古川製鉄所における新溶銑処理プロセス
導入の概要と導入技術の詳細について報告する。

1 ．加古川製鉄所における溶銑処理プロセスの概要

1. 1　プロセスの変遷
　図 1 に加古川製鉄所製鋼（溶銑処理－転炉）プロセス
の変遷を示す。加古川製鉄所では1970年に転炉を稼動さ
せたのに続き，1977年に混銑車脱硫設備を 1 基新設し，
1985年にこの設備を混銑車脱燐設備へと増強した。そし
て，1999年には混銑車脱硫・脱燐設備をもう 2 基増設し

て 3 基体制 1 ）とした。またその際に，高炉鋳床樋での
脱珪に変更した。その後，2014年 4 月に新溶銑処理工場
を建設し，2017年11月にKRと転炉型脱燐炉の各 2 基の
生産体制を構築した。
1. 2　プロセス変更の概要
　図 2 に加古川製鉄所のプロセスフローを示す。従来，
高炉から出銑された溶銑は，高炉鋳床脱珪を経て混銑車
に払い出されて脱燐・脱硫・除滓（じょさい）を行い，
溶銑鍋に払い出され，転炉へと供給されていた。
　新溶銑処理工場稼動後は，高炉鋳床脱珪をやめ，主工
程として混銑車での脱珪，およびKRと転炉型脱燐炉を
経て転炉へ溶銑供給するプロセスに変更した。
1. 3　新溶銑処理工場の概要
　図 3 に加古川製鉄所製鋼工場のレイアウトを示す。既

新溶銑処理プロセス導入による高効率製鋼プロセスの構築
Establishment of Highly Efficient Steelmaking by Newly Installed Hot-
metal Pretreatment Process

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（技術資料）

In order to reduce cost and increase the capacity of crude steel production by improving the efficiency 
of the hot-metal pretreatment process at Kobe Steel, a new hot-metal pretreatment plant was put into 
operation in April 2014. After integrating upstream production in November 2017, two units each of 
mechanical stirring desulfurization (KR) equipment and a converter-type dephosphorization furnace 
were installed. In addition to the separation of functions such as desiliconization, desulfurization, 
dephosphorization, and decarburization were divided in the process; and technologies that can further 
improve the reaction efficiency of desulfurization and dephosphorization have been introduced to the 
KR equipment and converter-type dephosphorization furnaces. This improvement has enhanced our 
ability to respond to customers' requests for lowering sulfur and phosphorus, as well as the ability to 
cope with further sales expansion in high-grade special steels, whose demand is expected to increase. 

齋藤幸介＊1

Kosuke	SAITO
中村修也＊1

Shuya	NAKAMURA
酒井宏明＊1

Hiroaki	SAKAI
山本裕基＊2

Yuki	YAMAMOTO
中須賀貴光＊3（博士（工学））

Dr.	Takamitsu	NAKASUGA
木村世意＊3（博士（工学））

Dr.	Sei	KIMURA

＊ 1  鉄鋼事業部門　加古川製鉄所　製鋼部　＊ 2  鉄鋼事業部門　技術総括部　＊ 3  鉄鋼事業部門　技術開発センター　製鋼開発部

図 1  加古川製鉄所における溶銑処理－転炉プロセスの変遷
Fig. 1  Historical changes in hot-metal pretreatment and steelmaking 

process in Kakogawa Works
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設転炉工場の北側に新溶銑処理工場の建屋を配置し，高
炉－混銑車－新工場－転炉の溶銑物流が一方向となるよ
うに工夫した。
　図 4 に新溶銑処理工場内の設備配置を示す。溶銑搬送
車両やクレーンの干渉を最小限に抑えるため，溶銑の流
れを払い出し場からKR，脱燐炉までが一方向となるよ
うに各設備を配置した。なおKRは，移動式の処理台車
2 台と溶銑鍋の据え付け場所 4 箇所を設置した。これに
より， 2 箇所の据え付け場所において，一方で脱硫処理
を行っている間に他方で除滓作業を行うことによって脱
硫処理能力の向上を図った。また，転炉型脱燐炉につい
ては 2 基稼働体制とし，並列配置とした。

2 ．新溶銑処理プロセスの導入コンセプト

　新プロセスの導入コンセプトと導入技術および改善内
容を表 1 に示す。コンセプトの 1 点目は高効率な溶銑処
理・転炉プロセスの構築であり，脱珪，脱硫，脱燐，脱
炭の機能分担を行った。2 点目は高効率な脱硫技術と脱
燐技術の確立であり，強撹拌（かくはん）条件でのさら
なる反応効率向上技術の導入を行った。次節にて，その
詳細について述べる。
　そのほかKRでは，省スペースでの前後スラグ分取を
可能とする設備配置によるスラグ利材化の最適化や，当

社真岡製造所で発生するアーク炉残灰利用技術 2 ）, 3 ）を
確立した。また脱燐炉では，炉内付着地金の溶解技術や
スラグ冷却促進技術を確立するとともに，シミュレーシ
ョンを用いて物流の最適化を図った 4 ）。
2. 1　高効率な溶銑処理－転炉プロセスの構築
　脱珪・脱硫・脱燐・脱炭の機能分担の変更内容を表 2  
に示す。脱珪は高温で反応が進む酸化反応，脱硫は高温
で反応が進む還元反応，脱燐は低温で反応が進む酸化反
応であり，反応機構がそれぞれ異なる。そこで，これら
をひとつずつに機能分担し，反応効率の最大化を図った。
　図 5 に溶銑処理プロセスの機能分担の考え方を示す。
脱珪処理は従来，固体である酸化鉄を使用していたた
め，溶銑温度変動による反応効率のばらつきや酸化鉄還
元時の吸熱反応による熱ロスが問題であった。そこで，

図 2  加古川製鉄所における溶銑処理－転炉プロセスフロー
Fig. 2  Schematic flow of hot-metal pretreatment process from blast 

furnaces to converters in Kakogawa Works

図 3  加古川製鉄所における製鋼工場の新レイアウト
Fig. 3  New layout of steelmaking plants in Kakogawa Works

図 4  新溶銑処理工場の設備レイアウト
Fig. 4  Facility layout of new hot-metal pretreatment shop

表 1  溶銑処理－転炉プロセスの導入コンセプト
Table 1  Renewal concept of installing process from hot-metal 

pretreatment to LD

表 2  溶銑処理－転炉プロセスの機能分担の変更内容
Table 2  Changes in allotment of refining function from hot-metal 

pretreatment to steelmaking

図 5  溶銑処理プロセスにおける機能分担とその効果
Fig. 5  Improvement by allotment of refining function in hot-metal 

pretreatment
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混銑車での気体酸素処理によって温度を上昇させるとと
もに，後工程での脱硫反応効率向上を図った。
　また脱硫処理では，従来は混銑車処理であったため十
分な撹拌ができず，反応効率の低さを高価な脱硫剤の使
用によって補っていた。そこで，脱硫剤として安価な石
灰を用いるべく，KRを導入してインペラによる強撹拌
化と反応効率の向上を図ることによって低コスト化を実
現した。
　脱燐処理では，湯面から炉口までのフリーボードが小
さく，酸素供給速度に制限があった。このため，従来の
方法では撹拌が弱く，反応効率の低さを処理時間の延長
により補っていた。そこで転炉型脱燐炉を導入し，底吹
きガスによる強撹拌化にて反応効率を高めるとともに，
歩留りの向上を図った。
2. 2　高効率な脱硫技術の確立
2. 2. 1　KRの設備仕様
　KRの設備仕様を表 3 に示す。強撹拌による反応効率
向上を志向し，インペラの最大回転数は150 rpmとした。
これにより，安価な石灰，アルミ灰を使用して高効率な
脱硫を可能とした。
2. 2. 2　インペラの高速撹拌
　KRでの脱硫効率を向上するには脱硫剤の分散性を向
上させ，反応界面積を増大させることが効果的である。
脱硫剤の分散性に及ぼすインペラ回転数と浸漬深さの影
響を図 6 に示す。脱硫剤の分散性向上には，インペラ回
転数を高くして撹拌渦の凹みを大きくすることによって
脱硫剤を巻き込む力を強くすること，さらに，インペラ
をより深く浸漬させて脱硫剤の滞留範囲を広くすること
が有効である。
　この考え方に基づき，渦形状の予測を水モデルにて事
前検証した。水モデル実験では，撹拌中の浴面の盛り上
がり高さを測定し，その値が予測式（ 1 ）（永田の式 5 ））
にて再現できることを確認した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（ 1 ）5 ）

ここで，ΔH2：盛り上がり高さ（m），N：インペラ回転
数（rpm），D：容器直径（m），y：インペラ形状で決まる
定数，g：重力加速度（m/s2），である。
　つぎに，溶銑を用いた0.3 tKR試験，5 tKR試験での盛
り上がり高さの実測値と実機換算のインペラ回転数との
関係を図 7 に示す。溶銑の場合でも実測値と予測値は一
致しており，回転数と浸漬深さの条件は実機でも適用可
能であることを確認した。
　そこで，5 tKR試験によって脱硫速度を測定し，イン
ペラ回転数の最適条件を決定することとした。実験で測
定した脱硫反応速度指数とインペラ回転数との関係を図
8 に示す。
　なお，脱硫速度指数kは式（ 2 ）によって求めた。

　　k＝ln（［S］i/［S］f）/θ ………………………………（ 2 ）

ここで，［S］i：処理前 S（mass%），［S］f：処理後 S（mass%），
θ:処理時間（min）である。
　実験結果より，脱硫速度はインペラ回転数の向上によ

ΔH2/D=N 2D（π/30）
2

4 g
ln（1/y）+1/4
1/y 4

図 8  5 tKR試験における実機換算インペラ回転数と脱硫速度と
の関係

Fig. 8  Relationship between rotational rate of impeller and 
desulfurization rate index

図 7  盛り上がり高さと実機換算インペラ回転数との関係
Fig. 7  Relationship between swelling height and rotational rate of 

impeller

図 6  インペラ回転数と浸漬深さが脱硫剤巻き込み挙動におよぼ
す影響

Fig. 6  Influence of rotation speed and immersion depth of impeller 
on dispersion of desulfurization agent

表 3  KR脱硫設備の仕様
Table 3  Specification of KR type apparatus for desulfurization
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り増加するが，回転数120 rpm以上では一定となること
を確認した。脱硫速度の増加要因については，インペラ
回転数の向上により，脱硫反応の律速工程である脱硫剤
の溶銑中への拡散が促進されたためであると推定する。
いっぽう，回転数120 rpm以上では，脱硫剤の溶銑中へ
の拡散が十分となり，脱硫反応の律速工程が溶銑中にお
ける脱硫剤の滞留時間に依存するため，脱硫速度が一定
となったと考えた。
　なお，実機においては，インペラ耐火物の摩耗進行に
よる脱硫剤の巻き込み悪化を想定し，インペラの最大回
転数は150 rpmとした。
2. 3　高効率な脱燐技術の確立
　脱燐炉の設備仕様を表 4 に示す。強撹拌による高効率
な脱燐を可能とするため，底吹き撹拌効果の最大化，底
吹高流量下でも長寿命化を可能とする底吹き羽口耐火物
仕様の最適化を行った。
2. 3. 1　底吹き撹拌効果の最大化
　式（ 3 ）に脱燐反応速度式，図 9 に転炉型反応容器に
おける反応速度向上の考え方を示す。
　　
　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 3 ）

ここで，A：反応界面積（m2），k：物質移動係数（min－1），
V：液体の体積（m3），［P］：時刻tにおける燐濃度（%）

［P］eq：平衡到達燐濃度（%），である。
　脱燐反応速度を向上させるには一般的に，スラグ－メ
タル界面での混合を促進させることによって反応界面積
Aを増大させること，および溶銑撹拌を促進することに
よって物質移動係数kを増大させることが有効である。
通常，底吹きガス流量を大きくすることで脱燐反応速度
は向上できる。
　いっぽう当社では，さらなる反応効率の向上を図るべ
く，羽口の数や配置に着目し，反応速度への影響につい

=－k （［P］－［P］eq）d［P］
dt

A
V

て水モデルにて検証を行った。図10に羽口数ごとの反
応速度指数を示す。羽口数が多いほど反応速度が向上す
るということが明らかになった。実機には設備取り合い
上の最大設置数である10孔を適用した。
2. 3. 2　底吹き羽口耐火物の仕様最適化
　底吹き羽口耐火物は，溶銑の差し込みによる底吹きノ
ズルの溶損，および強撹拌条件下でのガス流れや溶銑流
動による剥離（はくり）によって損傷が進行する。表 5
に損傷要因とその改善のための取り組みについて示す。
　まず，底吹きノズルの溶損抑制については，ノズルに
溶銑が差し込まない条件を明確にするべく，式（ 4 ）6 ）

にてノズルの通ガス断面積とガス流量との関係を算出し
た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（ 4 ）

ここで，Q/N：流量（Nm3/min.），ρg：底吹きガス密度
（kg/cm3），ρl：溶銑密度（kg/cm3），H：浴深さ（m），d：
ノズル径（m），である。
　図11に計算結果を示す。この結果より，溶銑の差し
込みが発生しない通ガス断面積の範囲（図の網掛け部）
で底吹きノズルのスリット径を決定した。
　つぎに，底吹き羽口耐火物の損傷（剥離，摩耗）抑制
のための改善内容を図12に示す。主な損傷要因はガス
と溶銑による摩耗損傷である。いっぽう，稼動初期の底
吹き羽口耐火物のサンプル調査を行った結果，補修剤が
剥離して溶銑の差し込みによる耐火物横亀裂（ヒートク
ラック）を確認した。そこで，補修剤の付着力を向上さ

Q/N≧3.3×102 ・ ・d 5/2
ρg

ρl－ρg

H
1.48

－5/8 1＋

表 4  転炉型脱燐炉の仕様
Table 4  Specification of BOF type apparatus for dephosphorization

表 5  脱燐炉炉底羽口耐火物の損傷速度抑制のための取り組み内容
Table 5  Effort for improving consumption rate of tuyere brick 

for dephosphorizing furnace

図10  底吹き孔数による反応速度への影響
Fig.10  Influence of number of bottom tuyeres on reaction rate index

図 9  脱燐反応速度向上とその影響因子
Fig. 9  Schematic illustration about improvement of dephosphorization 

reaction rate and influence factor
図11  ガス突出面積とガス流量の関係

Fig.11  Relationship between area of gas flow and gas flow rate
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せて溶銑の差し込みを防止する目的で，底吹き羽口耐火
物のサイズアップによる補修材接着面積の拡大を行っ
た。
　上記条件を実操業に適用した結果，撹拌動力密度 7 ）

の大きい高ガス流量条件であっても底吹き羽口耐火物の
損傷速度を大幅に抑制することができた（図13）。

3 ．新プロセス導入効果

3. 1　処理後のSおよびPの実績
　高効率な新溶銑処理プロセスの導入，および単体プロ
セスのさらなる高効率化の取り組みの結果，図14に示
すように低硫鋼（製品S規格≦0.005%）での処理後S≦
0.001%，低燐鋼（製品P規格≦0.015%）での処理後P≦
0.012%を安定達成している。

3. 2　粗鋼増産効果
　転炉の粗鋼生産能力を図15に示す。新設備の稼動に
より，転炉Tap to Tap時間を従来に対して10%短縮で
きたことで，粗鋼生産能力は6,240 kt/年（2013年度）か
ら6,970 kt/年（2018年度到達点）まで向上した。なお，
転炉の時間短縮については，脱燐処理比率の向上に伴う
転炉吹錬前Si，C濃度の低下により，造滓剤の低減，お
よび脱Siと脱Cに必要な上吹き酸素量が減少したこと
が主な要因である。

むすび＝当社における溶銑処理プロセスの高効率化によ
るコスト低減と粗鋼生産能力の向上のため，2014年 4 月
に新溶銑処理工場を稼動させ，2017年11月の上工程集約
以降にKR，転炉型脱燐炉の各 2 基体制を構築した。脱
珪，脱硫，脱燐，脱炭を機能分担するとともに，撹拌の
高効率化のための技術をKRと脱燐炉に導入した。これ
により，今後需要が伸びると予測される高級特殊鋼の溶
製能力を高めるとともに，低硫低燐化要求に応える体制
を整えた。今後も技術レベルの向上を図り，さらなる高
効率化と顧客満足度向上に努めていく所存である。
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図14 新プロセス導入前後の低硫鋼・低燐鋼における処理後Sお
よび処理後P濃度

Fig.14 S concentration in low S grade steel before and after De-S, 
and  P concentration in low P grade steel before and after 
De-P before and after installatoin of new process

図15  新プロセス導入前後の粗鋼生産能力
Fig.15 Steel product capacity before and after installation of new 

process

図13  改善前後の撹拌動力密度（指数）と底吹き羽口損傷速度
Fig.13 Relationship between stirring energy and consumption speed 

of tuyere brick before and after improvement

図12  底吹き羽口耐火物損傷抑制のための改善内容
Fig.12  Schematics of improving consumption rate of tuyere brick
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まえがき＝当社条鋼製品の国内における生産体制は，神
戸製鉄所にある第 7 線材工場，棒鋼工場，および加古川
製鉄所にある第 8 線材工場の 2 拠点 3 工場体制となって
いる。また，鋼片の供給体制として従来，神戸製鉄所の
2 工場へは主に同製鉄所内の第 3 分塊工場から供給し，
一部の品種の鋼片は加古川製鉄所第 2 分塊工場から供給
してきた。
　神戸製鉄所の上工程を休止して加古川製鉄所に集約す
ることが2017年に決定されたことに伴い，上記 3 工場に
供給するほぼすべての鋼片を加古川製鉄所第 2 分塊工場

（以下，第 2 分塊工場という）で製造することとなった。
このため，第 2 分塊工場の増強工事を行い，分塊・生産
能力を従来の月産15万tから28万tへ増強させた。
　本稿では，このような第 2 分塊工場の生産能力を向上
させるために実施した設備増強工事の特徴と概要を述べ
る。

1 ．第 2 分塊工場増強の概要

1. 1　基本構想
　増強以前の第 2 分塊工場では，第 2 号連続鋳造機（以
下， 2 CCという）の鋳片を分塊圧延し，155 mm角の
鋼片を製造していた。主要設備としては，連続式加熱炉
1 基，分塊圧延機 2 機， 3 スタンドからなる連続鋼片圧
延機のほか，ホットスカーフ，冷却床や集材テーブルな
どの鋼片精整設備であった。
　加古川製鉄所への上工程集約に伴い，それまで神戸製
鉄所で製造していた条鋼用の鋼片の製造を加古川製鉄所
に移管することが必要となった。しかしながら，加古川

製鉄所の既存 2 CCの鋳造量だけでは，移管による生産
量の増加に対応できない。このため，加古川製鉄所に第
6 号連続鋳造機（以下， 6 CCという）を新設すること
を決定した。また， 6 CC鋳片の断面サイズは，従来と
同じ製鋼・分塊の製造条件でつくることを目的として，
神戸製鉄所で稼働していた連続鋳造機と同じ断面サイズ
に合わせて製造することに決定した。2 CC，6 CCそれ
ぞれの鋳片の断面サイズを表 1 に示す。
　分塊工程における生産量増量への対応方針としては，
新たな分塊工場を増設するのではなく，既存の第 2 分塊
工場の設備を活用して増強することとした。
1. 2　増強に向けた課題
　第 2 分塊工場の生産能力の向上について，以下の観点
で設備増強・圧延方法の改善を実施した。
（ 1 ） 6 CC鋳片を加熱するための加熱炉の新設
（ 2 ）断面寸法が異なる 2 CC鋳片と 6 CC鋳片を既存の

圧延ラインを活用して高い生産性（従来の1.8倍）
かつ断面寸法の変更に伴う段取り替えを要するこ
となく圧延できる方法の確立

（ 3 ）圧延ラインと連動した精整能力の増強

上工程集約に伴う加古川製鉄所第2分塊工場の増強
Expansion of No.2 Bloom Mill of Kakogawa Works Associated with 
Consolidation of Upstream Operations at Kakogawa and Kobe Works

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（解説）

In November 2017, a decision was made to shut down the upstream operations（from blast furnace to 
continuous casters) of the Kobe Works and to consolidate these operations at the Kakogawa Works. 
Prior to the consolidation, the capacity of the No.2 Bloom Mill at the Kakogawa Works was enhanced 
to establish the system for supplying billets to the wire rod mill and the bar mill in the Kobe Works. 
The enhancement involved adding furnaces, revamping the continuous billet mill, and expanding the 
cooling tables and billet yard. These facilities were launched in January 2017 and have been operating 
smoothly since then.
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表 1  鋳片サイズ
Table 1  Size of bloom
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1. 3　能力向上対策
　増強後の第 2 分塊工場のレイアウトを図 1 に示す。

（ 1 ）加熱炉の新設
　 6 CC鋳片用の加熱炉を既設加熱炉に隣接して新設し，
2 炉 1 圧延ラインのレイアウトとし， 2 CC／ 6 CCを 1
チャージごとに交互に抽出する方式をとった。しかしな
がら， 2 CCおよび 6 CCの二つの連鋳機操業の都合上，
既設加熱炉と新加熱炉の鋳片受け入れタイミングを調整
することができない。また，両加熱炉からの鋳片抽出タ
イミングが重なると同時に抽出できないため，抽出待ち
が発生して生産性の低下につながる。そこで，新加熱炉
の加熱能力を既存加熱炉より30％向上させて余力を持つ
ことにより，加熱速度を調整して抽出タイミングが重な
らない設計とした。
　また，新加熱炉から抽出された鋳片は，既存の搬送ラ
インに合流させるための移載機を新たに設置した。二つ
のラインが合流後，圧延ラインへの搬送能力を高めるた
め，従来の台車を使用した搬送方式から旋回式ローラテ
ーブル+搬送テーブル+旋回式ローラテーブルを使った
搬送方式へ変更した。

（ 2 ）段取り替えすることなく 2 種の鋳片サイズを交互
に，かつ高生産性で圧延できる方式の確立

　図 2 は，増強前の 2 CC鋳片圧延における各圧延機の
生産性を指数化して（圧延ボトムネックなる第 2 分塊圧
延機の生産性を100とした。目標とする生産指標は180で
ある。）示したグラフである。設備増強前は 3 台すべて
の圧延機の生産性が目標を下回っていた。そこで，投資
金額を極力抑えるため，次の観点で生産性を上げる工夫
をした。

　①最も生産性が低い第 2 分塊圧延機のパス数を削減し
て圧延時間を短縮させた。

　②後段の連続鋼片圧延機のスタンド台数を 3 台から 6
台に増設してすることにより，第 2 分塊圧延機のパ
ス数が減った分を吸収させた。さらに，連続鋼片圧
延機そのものの生産性を高めるため，仕上げ圧延速
度を増大させる改造を行った。

　③第 1 分塊圧延機では，
　　ａ） 2 CC鋳片と 6 CC鋳片の第 1 分塊圧延機出側の

放出角寸法を同じにする，
　　ｂ）生産能力の律速となっている 2 CC鋳片の分塊

において，パス 1 回あたりの減面率を上げるこ
とによって総パス数を削減する，

　　ｃ）断面形状の異なる 2 CC鋳片と 6 CC鋳片を同じ
ロールで圧延を行う圧延方式を検討する，

　　ｄ）ａ）～ｃ）によって表面品質を悪化させない，
というコンセプトでパススケジュールおよびロ
ールカリバの設計を行った。図 3 に増強前後の
パススケジュールの概要を示す。

　　　　　設計には技術開発本部の協力のもと，圧延中
の鋳片の倒れや表面きずのリスクについて
FEM解析によって形状や圧縮ひずみを評価し，
問題ないことを確認した。

　以上の取り組みにより，すべての圧延機において生産
性の目標を達成した。増強前後の各圧延機の生産性を指
数化した結果を図 4 に示す。すべてが目標指標の180を
超える生産性を得ることができた。なお， 6 CCと 2 CC
の鋳片で生産性指数が異なるのは鋳片単質の差による。

図 1  増強後の第 2 分塊工場のレイアウト
Fig. 1  Layout of No. 2  blooming mill line after revamping

図 2  増強前の生産性の比較
Fig. 2  Productivity of rolling mill before revamping
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（ 3 ）精整設備の能力向上
　精整設備の能力向上策として，既存の冷却床の隣に新
冷却床および冷却後の鋼片を払い出すための集材装置を
増設した（図 1 ）。また，分塊圧延後の鋼片は，加古川
製鉄所内向け出荷に加えて，神戸製鉄所の 2 工場におい
て使用する全量の出荷を可能とした。従来の加古川製鉄
所内向け出荷材は，集材テーブルから次工程である鋼片
加工工場へクレーンを使用して直接搬送する。また神戸
製鉄所向けの出荷材は，集材テーブルから専用パレット
に積載後，搬送用キャリアカーにて第 2 分塊工場に隣接
して新設した鋼片ヤード（2.5節参照）へ搬送する方式
とした。
　このように物流ルートを完全に分割することにより，
物流負荷を分散してスムーズな鋼片物流を実現した。

2 ．増強した設備の概要と特長

2. 1　新加熱炉
　新加熱炉の設備仕様および燃焼系システムをそれぞれ
表 2 および図 5 に示す。新加熱炉の特長は，軸流およ
び側面のすべてのバーナに低NOxリジェネレーティブ
バーナ（以下，リジェネバーナという）を採用すること
によって環境負荷および燃料原単位の低減を図ったこと
である。これに加えて，排熱回収ボイラおよびホットク
ーリングシステムの二つのボイラを採用したことによ
り，最大限の省エネが考慮されている点も新加熱炉の特
長である。

　従来のリジェネバーナを軸流バーナに採用すると炉幅
方向の温度が変動し，ブルーム長手方向の温度制御が難
しいという問題があった。新加熱炉では均熱帯上部の軸
流バーナにセミセルフリジェネバーナを採用することに
より，通常のバーナと同様の炉幅方向の温度制御を可能
としている。セミセルフリジェネバーナは 1 台のバーナ
に二つの蓄熱体を併設している。片側で蓄熱を行いつ
つ，もう片側で燃焼を行うことにより，交番燃焼であり
ながら常時燃焼できるバーナである。
　オールリジェネバーナ炉では一般的に，吸引しきれな
い一部の排ガスは高温のまま煙道から大気放散される。
通常のバーナ炉では，レキュペレータを用いて燃焼空気

図 3  増強前後のパススケジュールの概要
Fig. 3  Outline of pass schedules before and after revamping

図 4  増強前後における生産性の比較
Fig. 4  Comparison of productivity between before and after 

revamping

図 5  新加熱炉の燃焼系システム
Fig. 5  Combustion  system of new reheating furnace

表 2  新加熱炉の設備仕様
Table 2  Specifications of new reheating furnace
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の予熱を行うことによって煙道での排ガスの熱回収を行
う。その一方でオールリジェネバーナ炉では，蓄熱体に
おいて燃焼空気が炉内温度に近い高温となるため，予熱
による熱回収効果が低い。したがって，新加熱炉では煙
道に排熱回収ボイラを設置することにより，吸引しきれ
ない一部の排ガスの含有熱を蒸気として回収する構造と
した。
　スキッド冷却にはホットクーリングシステム（スキッ
ドボイラ）を採用した。スキッド冷却水は通常，炉内通
水時に熱交換されて温度が上昇した後，空冷や水冷など
によってすべて損失熱となる。ホットクーリングシステ
ムはスキッド冷却水を蒸気化することによって熱回収を
可能にする仕組みである。
　ソフト面では，加熱炉内の鋳片温度をリアルタイムに
シミュレーションする加熱炉Level・ 2 システムを導入
した。これにより，オペレータの技量に左右されること
なく，鋳片の焼き過ぎや焼き不足を防ぎ，省エネおよび
品質の安定化を実現している。
　これらの取り組みにより，新加熱炉は既設加熱炉と比
較して10%以上の省エネを実現している。
2. 2　連続鋼片圧延機
　増強更新した新連続圧延機の設備仕様を表 3 ，外観を
図 6 に示す。新連続圧延機の特長は以下のとおりであ
る。
（ 1 ）生産性向上策として，鋼片の仕上げ圧延時の圧延

速度を従来の1.8倍に高速化させるため，モータ
出力を向上させると同時に定格回転数を増大させ
た。

（ 2 ）第 2 分塊圧延機の放出寸法のアップに対応するた
め，スタンドを 3 台増設して 6 台とした。圧延機
は奇数番号スタンドを水平式，偶数番号スタンド
を垂直式として交互に配列した。パススケジュー
ルは菱―角としている。

（ 3 ）スタンドの増設によるロール組み替え，カリバ替
えの調整時間の増加を抑制するため，

　　ａ）水平スタンドのロール組み替えは，オフライン
にセットしたロールと自動入れ替えできる装置
を導入した。

　　ｂ）出側ガイドは油圧シリンダで固定する方式を採
用した。

　　ｃ）ロール隙圧下機構に油圧式ローディングシリン
ダを採用し，遠隔操作によるロール隙変更を可
能とした。

（ 4 ）ロール折損事故による復旧時間を短縮するため，
圧延荷重を測定し，ミスロールなどで過大な荷重
が発生した場合にはロールを自動開放させること
によって折損事故の発生防止を可能とした。

（ 5 ）鋼片の表面品質を改善するため，圧延ロールの材
質はすべてダクタイルを採用した。

（ 6 ）連続鋼片圧延機の直後にあるフライングシヤーに
ついても，圧延速度向上に対応するためモータ出
力を増強した。また，段取り時間短縮のため，フ
ライングシヤーのバイトは 2 カリバを有し，設備
が駆動してパスラインをシフトさせる機構を採用
した。

表 3  新連続鋼片圧延機の設備仕様
Table 3  Specifications of new continuous billet mill

図 6  新連続鋼片圧延機
Fig. 6  New continuous billet mill
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2. 3　精整設備
　精整設備の主な仕様を表 4 に示す。冷却床は，既設と
同様の回転式冷却床を 1 基新設した。集材装置は既設の
2 基を撤去し， 4 基を新設した。
　分塊圧延ラインから搬送されてきた鋼片は， 1 鋳片単
位で第 1 冷却床と第 2 冷却床へ交互に取り込まれ，出側
まで搬送される。鋼片はさらに，ランアウトローラテー
ブルにて 2 本単位で第 1 から第 4 の集材装置に搬送さ
れ，最大 8 本単位で集材される。1 鋳片単位で 2 基の冷
却床に交互に取り込むことにより，分塊圧延ラインの生
産性を落とすことなく，従来と同等の冷却能力を確保し
た。
　集材装置への振り分けは，冷却床上のトラッキング情
報を基に自動で行っている。さらに，既設の集材装置は
ドッグ付きチェーンコンベヤ方式であったが，表面きず
の低減を目的にトッププレート付きチェーンコンベヤ方
式を採用した。
2. 4　現品表示装置
　鋼片の現品表示は従来，熱間マーキングで行ってい
た。これを耐熱タグによる表示に変更するため，耐熱タ
グ貼付装置を導入した。鋼片に貼り付けた耐熱タグを図
7 に示す。
　耐熱タグの採用によって従来と比較して耐候性が向上
し，屋外での鋼片の長期保管が可能となった。
　さらに耐熱タグには，番・ロットNo.・鋼片No.・QR
コードを表示している。このQRコードをスキャナで読
み取ることによって現品を容易に確認できることから，
置場での鋼片 1 本トラッキングを実現した。

2. 5　出荷用鋼片置場
　神戸製鉄所向けに出荷する鋼片が増加するため，出荷
まで一時保管する置場（鋼片ヤード）を新設した。鋼片
ヤードの仕様を表 5 に示す。
　 2 分塊工場で製造した神戸製鉄所向け鋼片は，クレー
ンでパレットに積み込まれ，その後キャリアで鋼片ヤー
ドへと運搬される。前節で述べたように，鋼片ヤードで
は鋼片を 1 本単位でトラッキングしており，出荷指示に
従い必要な鋼片を払い出すことが可能である。

3 ．立ち上げ状況

　2014年から設備増強工事に着手し，2015年 7 月に鋼片
ヤードの新設，2016年10月に鋼片精整設備の増設，同年
11月に新加熱炉の新設，2017年 1 月に連続鋼片圧延機を
増強更新した。これらの設備は順調に稼働し，生産能力
は従来の1.8倍とする目標を達成した。品質についても
従来の品質と変わらないことを確認した。
　新設備がいずれも順調に立ち上がり，目標どおりの生
産能力・品質が確認されたことを受け，2017年11月に神
戸製鉄所の上工程設備を休止させた。現在はすべての品
種を加古川製鉄所に集約して生産している。

むすび＝第 2 分塊工場の新加熱炉，新連続鋼片圧延機，
新精整設備はいずれも順調に稼働している。これらの設
備の能力を最大限に活用し，鋼片品質のさらなる向上
と，加古川・神戸の両製鉄所の圧延工場へ鋼片を安定し
て供給できる体制を維持できるよう努めていく。

表 4  更新後の冷却床および集材装置の設備仕様
Table 4  Specifications of cooling bed and new sorting table after 

installation

表 5  ビレットヤードの設備仕様
Table 5  Specifications of billet storage

図 7  鋼片に貼付したQRコード耐熱タグ
Fig. 7  Heat-resistant tag with QR code on billet
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まえがき＝㈱神戸製鋼所では，中長期的な鋼材需要動向
を踏まえた鋼材事業の構造改革として，神戸製鉄所の上
工程である高炉，製鋼および分塊工程の一部を休止し，
加古川製鉄所に集約することを決定した。これに伴い，
神戸製鉄所の線材工場および棒鋼工場で使用する鋼片を
全て加古川製鉄所から供給することになった。
　従来も一部の鋼片については加古川製鉄所から神戸製
鉄所へ供給していたものの，上工程集約後は大量の鋼片
輸送が必要なため，新たな鋼片物流体制の構築に取り組
んだ。新鋼片物流体制の構築にあたっては，大量の鋼片
を安定的かつ効率的に輸送すること，安全に作業ができ
ること，重要な物流品質である異材混入（鋼片の取り違
え）を発生させないことをコンセプトとした。

1 ．全体概要

　新物流体制の構築のために導入した主な設備やシステ

ムは以下のとおりである。
①上工程集約後に必要となる輸送用鋼片の置場を確保

するため，加古川製鉄所と神戸製鉄所に鋼片ヤード
を新設した。

②両製鉄所間の海上輸送手段として，大量の鋼片を安
定的に輸送できるロールオン・ロールオフ船（Roll 
on/Roll off船，以下RORO船という）を導入した。

③RORO船への積み下ろしと製鉄所内の鋼片輸送手
段として，鋼片用荷役台（以下，パレットという）
とパレットを輸送する専用車両（以下，キャリヤと
いう）を導入した。

④整然とした物流を行うとともに，作業効率の向上，
異材混入防止を狙いとした物流管理システムを構築
した。

　上工程集約後の鋼片物流フローを図 1 に示す。加古川
製鉄所の上工程で製造された高温の鋼片（以下，熱片と

上工程集約に伴う新たな鋼片物流体制の構築
Construction of New Logistics System for Steel Billets Associated with 
Consolidation of Upper Processes

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（技術資料）

As part of its business structure reform, Kobe Steel established a new logistics system to ensure 
the stable supply of a large number of billets from the Kakogawa Works to the Kobe Works. More 
specifically, this new system includes a newly constructed steel yard where steel slabs are stocked 
efficiently, a newly introduced slab-carrying vehicle that can turn easily even in narrow spaces, a 
new roll-on/roll-off (RORO) ship that requires no handling of cargo on the wharf and enables mass 
transportation of billets, and an advanced logistics management system for billet tracking and logistics 
instructions. As a result of these improvements, an efficient and safe billet logistics system has been 
established in addition to the stable transportation system.
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図 1  上工程集約後の鋼片物流フロー
Fig. 1  Flow of steel billet distribution after integrating upper processes of steel making
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いう）を鋼片ヤードに横持して冷却する。冷却後，出荷
ロットに合わせてパレットに積載し，直接もしくはパレ
ットヤード経由でRORO船にパレットごと積み込み，
神戸製鉄所へ輸送する。神戸製鉄所では，RORO船から
パレットを下ろした後さらに鋼片を鋼片ヤードへ下ろ
し，空になったパレットは再びRORO船に積み込み加
古川製鉄所へ返送する。

2 ．鋼片物流の運用設計

2. 1　鋼片ヤードの建設
　鋼片在庫の最少必要量は，上工程である製鋼工場の製
造ロット，下工程である線材工場や棒鋼工場の受注鋼種
と受注量，および製造リードタイムによって決まる。さ
らに，下工程の受注鋼種や受注量は月々変動する。この
ため，必要在庫量については過去の受注実績を基に溶製
シミュレーションを行って算出した。
　鋼片ヤードの設計にあたってはさらに，この必要在庫
に加えて，各工場の長期修理や台風などによる一時的な
海上輸送の停止などを考慮し，加古川製鉄所に 7 万ト
ン，神戸製鉄所に 9 万トンの保管能力を設定した。
2. 2　RORO船の導入
2. 2. 1　RORO船導入の狙い
　従来，加古川製鉄所から神戸製鉄所への鋼片の海上輸
送には主に700トン積の在来船を利用していた。また，
荷役は岸壁クレーンにて鋼片をワイヤ吊（づ）りし，岸
壁作業と船内作業を分担し行っていた。
　今回RORO船を導入することによってこれらの荷役
作業をなくし，荷役効率を倍増させるとともに安全性を
飛躍的に向上させた。在来船とRORO船の荷役作業を
図 2 に示す。
2. 2. 2　RORO船の輸送能力と船倉構造
　上工程集約後の加古川製鉄所から神戸製鉄所への鋼片
の輸送量は月間約13万トンの計画である。これに月々の
受注量変動や上工程，下工程の長期修理対応などを考慮
して輸送能力を設定した。この輸送能力を確保するた
め，船型の設計にあたっては，両製鉄所の岸壁制約や荷
役時間，航海時間などのサイクルタイムを考慮し， 2 隻
の船舶を導入することとした。船舶サイクルタイムは，
図 3 に示すとおり最短28時間で運用する設計とした。
　RORO船の船倉構造とデッキのレイアウトを図 4 に
示す。船倉は，パレットを効率よく配置するとともに，
スムーズな積み下ろしができるよう 3 層構造とした。キ

ャリヤは中間の甲板に乗り込む方式とし，上下の甲板へ
移動後，それぞれ決められた14台のパレット位置にて積
み下ろしを行う。
2. 3　パレット，キャリヤの運用
2. 3. 1　RORO船への積み下ろし
　加古川製鉄所では，神戸製鉄所から持ち帰った空パレ
ットを下ろしながら鋼片を積載したパレットを積み込
む。逆に神戸製鉄所は，鋼片を積載したパレットを下ろ
しながら空パレットを積み込む作業となる。
　短時間で効率よく積み下ろしするためには，できるだ
けパレットを船内へ積み込んだ後，そのまま船内にある
パレットを持ち帰ることが重要である。このため， 2 台
のキャリヤを用いて，積み下ろし時間が最小となるよ
う，船内のパレット配置と積み下ろし順を種々検討し
た。その結果，一つの甲板に対してキャリヤが20回乗り
降りすることによって14台のパレットを入れ替えられる
船内パレット配置とキャリヤの運転方案を確立した。
2. 3. 2　第 2 分塊工場～鋼片ヤードの輸送
　上工程集約によって増強された第 2 分塊工場では，月
間28万トンの鋼片が生産される輸送のため，生産された
熱片を速やかに鋼片ヤードへ輸送する必要がある。
　第 2 分塊工場から鋼片ヤードへの横持ちについては，
パレットとキャリヤにて行うこととした。第 2 分塊工場
の積み込み場所は，積み込み時間や搬送時間などをシミ

図 3  RORO船のサイクルタイム
Fig. 3  Cycle time of RORO ship

図 2  在来船とRORO船の荷役作業比較
Fig. 2  Comparison of handling between conventional ship and 

RORO ship
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ュレーションして 4 箇所とした。また，生産設備を設置
する際の積み込み場所によるレイアウトへの影響を極力
少なくするため，工場へのキャリヤの出入りは横行方向
で行うこととした。
　さらに，キャリヤはRORO船用と共用することによ
り，相互応援による輸送負荷の分散および車両のメンテ
ナンス性を向上させることとした。

3 ．新規導入設備の概要

3. 1　新鋼片ヤード
　加古川製鉄所，神戸製鉄所それぞれの鋼片ヤードで
は，鋼片の置場効率を上げるため， 1 列に鋼片を 5 本並
べる置枠を設置し，枠内に最大24段まで積み上げること
で置場効率を向上させた。
　各クレーンの運転室には，製鉄所のホストコンピュー
タに接続されたクレーン端末機を設置した。ヤード内の
鋼片の配置替え作業やパレットへの積み下ろし作業は，
端末機に表示された情報を基に作業するとともに，作業
実績を入力することでクレーンオペレータのワンマン作
業を可能としている。
3. 2　RORO船 1 ）

3. 2. 1　船型と特徴
　RORO船の基本仕様を表 1 ，外観写真を図 5 に示す。
船幅は27mで従来船の約 2 倍とし，大重量のキャリヤの
船内走行時にも船体の揺動を最小限に抑えられる船型と
している。
　キャリヤが岸壁から船内に乗り降りするためのショア
ランプの長さは，加古川・神戸両製鉄所の岸壁条件，潮
位変化，およびキャリヤの登坂能力に対応できるように
30.5 mとしている。また航海中の安全のため，ショアラ
ンプはデッキ上に折り畳んで格納できるようにした。
　キャリヤが船内で上下のデッキを移動するためのムー
バブルランプの長さは，キャリヤの登坂能力に対応する
ため30.2 mとしている。
3. 2. 2　保針性・操縦性能の確保
　RORO船は，従来船に比較して大型であることに加え
て船幅が広いため，3,000馬力の主機エンジン 2 基，可
変ピッチプロペラ（Controllable Pitch Propeller，以下
CPPという） 2 基，および 2 基の舵（かじ）を備える
ことで保針性や操縦性能を確保している。
　運航については，加古川製鉄所（兵庫県加古川市）と

神戸製鉄所（兵庫県神戸市）間の近距離を往復するため，
航海時間が短く入出港回数が多い運用となる。そこで，
港内の操船や離着岸の操船性を向上させるため，舵角

（だかく），バウスラスタ，およびCPPを連動制御させ
るジョイスティック操船装置を装備している。
3. 2. 3　荷役安全対策
　船倉内に 6 箇所とショアランプ監視用の計 7 台の監視
カメラを設置した。これにより，乗り込み甲板入口横に
配置した荷役制御室にて船内のキャリヤ動向を監視する
ことができる。
　また，船内でのキャリヤ同士の衝突事故を回避するた
め，船内に 1 台のキャリヤしか乗り込まないようキャリ
ヤの侵入防止警報装置を設置するなど，積み下ろし時の
安全対策を図っている。
3. 2. 4　バラスト制御装置
　鋼片を積載したパレットは重量が大きく，積み下ろし
時の船体バランスに影響する。いっぽう，キャリヤの登
坂能力は最大斜度 5 度の制約があるため，荷役時の船の
傾きを一定以下に抑える必要がある。
　このため，船の傾きを迅速に制御するバラスト調整を
導入した。具体的には図 6 に示すように，あらかじめホ
ストコンピュータより受け取ったパレットの積み付けデ
ータを基に積み込みの進捗に合わせてバラスト調整を自
動で行い，バラスト調整による待ち時間をなくした。
3. 2. 5　環境対策，省力，省エネ
　航行中の船内電力は船内に設置している発電機より供
給される。また荷役中は，バース側から電力を受電でき

図 4  船倉構造とデッキレイアウト
Fig. 4  Ship structure and deck layout

表 1  RORO船の仕様
Table 1  Specifications of RORO ship

図 5  RORO船
Fig. 5  RORO ship



神戸製鋼技報/Vol. 69 No. 2（Oct. 2019） 45

るよう大容量の船外給電設備を装備しており，船内の発
電機を使用することなく荷役が可能である。これによ
り，騒音や排煙の低減が図られている。
　このほか，係船ロープ自動張調整装置の採用や照明の
LED化などの省力，省エネを図っている。
3. 3　キャリヤ，パレット
3. 3. 1　パレット
　パレットは，第 2 分塊と鋼片ヤード間の輸送に使用す
る熱片用パレットと，それ以外の冷片用パレットとで運
用している。熱片パレットは，設計上約1,000℃の鋼片
を積載しても下部のキャリヤに影響がないよう天板に耐
火物の断熱材を施した。冷片用パレットは，RORO船が
航海中に波浪によって揺れることを考慮した強度設計と
した。
　パレットは，熱片用 8 台，冷片用160台を保有し，各
パレットにはパレット番号を識別するためのRFID

（Radio Frequency IDentification）タグを取り付けてい
る。これをキャリヤに取り付けたリーダで自動的に読み
取ることにより，パレット番号の入力の手間を省くとと
もに誤入力を防止している。
3. 3. 2　パレット輸送用キャリヤ
　キャリヤの主要仕様を表 2 ，外観写真を図 7 に示す。
走行モードについては，第 2 分塊工場への横行進入や狭
隘（きょうあい）なRORO船内でも効率よくパレット
の積み下ろしができるよう，車両の前後に運転席を持
ち， 360度いずれの方向にも走行可能でかつスピンター
ンも可能な車両を採用した（図 8 ）。
　各キャリヤの運転席にはホストコンピュータに接続さ
れた車載端末機を設置している。これによってパレット
番号を読み取るとともに，輸送指示と輸送実績を取り込
むことによってパレットの位置管理を行っている。
3. 4　物流管理システムの構築
3. 4. 1　鋼片トラッキングシステム
　加古川製鉄所から神戸製鉄所へ供給する鋼片は 1 鋼片
あたり約 2 トンの重量であり，月間約 6 万 5 千本もの大
量の輸送を行う。これらの鋼片は従来，鋼種や鋳造段階
の部位（先後端部，中間部）ごとに約10～100本単位で

ロット管理していたが，現品管理精度を向上させるた
め，全て 1 本ごとの管理が可能な仕組みとした。
　このため鋼片ヤードでは，鋼片のハンドリングの都度
クレーン端末機に実績を入力してトラッキング管理して
いる。また，鋼片をパレットに積載した場合も同様に，
パレット上のどの位置に鋼片が積載されたかを管理して
いる。さらに，キャリヤの車載端末機に実績を入力する
ことによってパレットが製鉄所内のどの置場に置かれて
いるかや，RORO船内のどの位置に置かれているかを管
理している。
3. 4. 2　キャリヤへの輸送指示
　加古川製鉄所では通常，キャリヤは 1 台を熱片輸送用
として，また 3 台を冷片の構内輸送用およびRORO船
への積み下ろし用として運用している。熱片輸送用キャ

図 6  バラスト制御システムの構成
Fig. 6  Configuration of ballast control system

表 2  キャリヤの主要仕様
Table 2  Specifications of carrier car

図 7  キャリヤ，パレット
Fig. 7  Carrier car and pallet



46 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 69 No. 2（Oct. 2019）

リヤでは，第 2 分塊工場で熱片積み込みが完了すると自
動的に車載端末機に輸送指示を表示し運転手へ指示する
仕組みとした。冷片輸送キャリヤは，運転手が車載端末
機に表示している輸送メニューから作業を選択する仕組
みとした。さらに，RORO船の積み下ろし作業を選択す
ると，積み込むパレットの現在位置，船内の積込場所，
および下ろすパレットの船内位置が車載端末機に指示さ
れる仕組みとした。なお，神戸製鉄所でも加古川製鉄所
と同様の仕組みで運用している。

3. 4. 3　実行管制システム
　 2 隻のRORO船の運航計画は，月間の鋼片輸送量を
基に加古川製鉄所にて作成している。この計画をスケジ
ュールどおり実施するため，鋼片物流の実行管制システ
ムを構築するとともに，加古川・神戸両製鉄所に新たに
鋼片物流管制室を設置して作業指示と進捗管理を行って
いる。実行管制システムでは，鋼片ヤードの鋼片積み下
ろし進捗，パレット配置およびキャリヤの作業進捗状況
などリアルタイムで把握できる。

むすび＝在来船との並行運用期間を経て，2018年10月よ
りRORO船のみでの輸送体制となった。立ち上げ当初
はキャリヤ運転手の習熟不足などにより設定サイクルタ
イムに達しないことがあったが，その後は順調に稼働し
ている。神戸製鉄所の安定操業は加古川製鉄所からの安
定した鋼片供給が絶対条件であり，鋼片の物流は生産ラ
インと同様の安定性が求められる。今後，さらなる安全
と安定した物流体制の整備に向けて取り組んでいく所存
である。
　
参　考　文　献
1 ） ㈱新来島どっく技術設計本部. 日本船舶海洋工学会誌KANRIN. 

2018, Vol.81, p.58-59.

図 8  キャリヤの走行モード
Fig. 8  Drive mode of carrier
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まえがき＝当社加古川製鉄所厚板工場では，加熱炉で再
加熱したスラブを粗・仕上げ 2 基の 4 重式可逆式圧延機
で所定の寸法まで圧延している。仕上げ圧延機での板厚
精度は歩留りの観点から重要な要素であり，その精度を
高く維持するためには適正な設備管理が不可欠である。
　板厚は上下ワークロール（WR）の間隙（ロールギャ
ップ）で決まる。しかし，圧延の際にロールが所定の位
置から移動するとロールギャップが所定の値から変化し
て板厚誤差が生じる。そのため，これまでに圧延中のロ
ール挙動の実態を種々の方法で把握し，その成果を板厚
精度の改善に活用してきた。
　そうしたなか，ロール挙動を計測する新たな方法を開
発し，この手法を設備管理に活用することによって板厚
精度の改善と歩留りの向上を実現させた。本稿ではその
結果について報告する。

1 ．ロール挙動計測方法

1. 1　ロール挙動の影響とこれまでの取り組み
　当社では，圧延中のロール挙動が板厚精度に及ぼす影
響を調査するため，ロール軸箱に設置した近接レーザ距
離計などを用いて圧延中のハウジングとの距離を計測し
てきた。さらに，この計測によってロール軸箱の圧延方
向の挙動を把握することができ，軸箱とハウジング間の
隙間管理などの設備管理に活用してきた。

　しかし，これまでの計測方法ではロール軸方向（以下，
スラスト方向という）の挙動は把握できないうえに，長
期間のトレンドを把握できないという問題が残ってい
た。そこで， 3 次元の挙動を定常的に計測できる新たな
計測方法の開発に取り組んだ。
1. 2　計測方法の選定
　ロール挙動の新たな計測方式として，画像解析を活用
した非接触の計測方法を採用した。新たな計測方式は次
の 4 点を特長とする。
　（ 1 ）計測機器は圧延機周辺の熱・振動・水・水蒸気

の影響を受けず，計測精度を確保できる
　（ 2 ）圧下方向と圧延方向にくわえて，圧下方向およ

びスラスト方向のロール挙動も計測できる
　（ 3 ）ロール組み替え時にも圧延機本体や軸箱への取

付け・取外し作業が不要であり，連続測定が可
能である

　（ 4 ）同時に複数箇所の計測が可能である
1. 3　計測方法の概要
　圧下・圧延方向にくわえて，圧下方向・スラスト方向
を含めた 3 次元挙動の計測を行うため， 2 台のカメラを
用いるステレオカメラ方式 1 ）を採用した。本方式では，
計測ポイントにターゲットを設置し， 2 台のカメラで同
時に撮影した画像をデータ処理することによって各ター
ゲットの座標を特定している。

厚板仕上げ圧延機のロール挙動計測による板厚精度の改善
Improving Plate Thickness Accuracy by Measuring Roll-chock Displacement 
in Finisher-mill

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（論文）

Plate thickness after rolling is determined by the gap between the upper and lower work rolls (WRs). 
The rolls shifting from their predetermined positions during rolling may cause thickness errors. 
Conventionally, the displacement in the rolling direction of the roll chocks during rolling was measured 
using a laser distance meter, or the like, installed in the rolling mill, and was used in facility management. 
The conventional method, however, has problems in that, for example, it cannot be used for continuous 
measurement and cannot measure displacements in the thrust direction of the rolls. This paper describes 
a new method of measuring equipment displacement, which has improved and stabilized the plate 
thickness accuracy. A stereo camera system was adapted for the measurement. A method enabling 
three-dimensional, continuous roll-displacement measurement was developed to quantitatively grasp the 
behavior of the roll chocks during rolling. As a result, the cause of the displacement of WR chocks in the 
thrust direction was identified as the skew of WRs and buck-up roll (BURs), which was found to affect the 
thickness accuracy. These results were used to quantitatively estimate the skew angle from the thrust 
direction displacement of each WR chock and rolling conditions, which allowed the thickness of the side 
shim of each chock to be properly adjusted to improve the plate thickness accuracy.
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　圧延噛（か）み込みなどの急激な変動および微小な変
位を計測するため，汎用（はんよう）の画像処理ソフト
を導入した。このソフトは次の三つの機能を備える。
　①テンプレートマッチング機能 2 ）（ターゲット全体を

特徴点として検出する）
　②サブピクセル処理機能 3 ） （カメラ画素分解能以下の

分解能で検出を可能とする）
　③カメラキャリブレーション機能（レンズや遠近ひず

みの除去， 3 次元補正をする）
　本計測装置による計測点は任意の箇所および点数が指
定可能である。そこで，圧延によって位置が変動するこ
とが想定される各ロール軸箱，ハウジング，油圧圧下装
置など14箇所を選定して同時計測を行うこととした。計
測装置の構成を図 1 に，カメラ視野およびターゲット設
置位置を図 2 に示す。
1. 4　計測精度
　本計測方法の精度の検証を行った。圧下・圧延方向は
圧下装置の位置検出器での計測値と比較した。またスラ
スト方向は，レーザ距離計を用いて下WR軸箱のスラス
ト方向位置を計測し，本方法での計測結果と比較した。
検証の結果を表 1 に，理論分解能の概念図を図 3 に示
す。カメラ設置場所の制約から仕上げ圧延機とカメラと
の間の距離が11,000 mmであった。そこで，スラスト方
向の計測精度を± 1 mm程度とするために， 2 台のカメ
ラ間距離を1,800 mmとした。

2 ．ロール挙動の調査

2. 1　圧延中の各ロールの挙動
　仕上げ圧延機において10パスのリバース圧延を実施し
たときの下WR軸箱の挙動を計測した。その結果を図 4
に示す。ここでは，ドライブサイド（駆動側，以下DS
という）方向のスラスト変位を正とする。圧延材の噛み
込みや板抜け時の急激な挙動を含めて計測できている。
これらのデータに基づき，上下WRおよびバックアップ
ロール（以下，BURという）それぞれの圧延中（噛み
込みから板抜け）の挙動をまとめると以下のとおりにな
る。
　①　圧下方向：圧延材の噛み込み時に，上WRと上

BURは上に，下WRと下BURは下に移動した。
移動量は圧延荷重と対応するため，圧延反力によ

図 1  ステレオカメラ方式による計測装置構成
Fig. 1  Configuration of measuring device with stereo vision

図 2  カメラ視野およびターゲット設置位置
Fig. 2  Field of camera view and setting position of target

表 1  計測精度の検証結果
Table 1  Verification results of measurement accuracy

図 3  計測装置の理論分解能
Fig. 3  Theoretical resolution of measuring device

図 4  下WR軸箱の変位および圧延荷重の計測結果
Fig. 4  Measurement results of displacement of bottom WR chock 

and rolling load
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り上下の圧延ロール間隙が押し広げられるためと
考えられる。

　②　圧延方向：圧延中のロール位置を安定させる目的
で，上下BURに対し上下WRは圧延機出側に所
定量オフセットされている。上下WR軸箱は出側
ハウジングポストに接しているが，圧延材の噛み
込み時に入側に最大 1 mm程度の変位が計測され
た。圧延荷重の増大に応じてその量が大きくなる
ため，ハウジング変形（ネッキング 4 ））により軸
箱が移動したものと考えられる。

　③　スラスト方向：上WRと上BURに大きな動きは
見られなかった。いっぽうで下WRは，正転時に
ワークサイド（作業側，以下WSという）から
DSへ，逆転時にはDSからWSへ最大10 mm程度
移動した。微小ではあるが下BURは下WRと逆
方向へ移動した。また，パスごとにスラスト方向
変位（以下，スラスト量という）は変化しており，
圧延時間が長く，圧延荷重が大きくなるに従って
スラスト量は大きくなった。

　このスラスト挙動から，変位の原因として下WRと下
BUR間のスキュー（交差）が考えられる 5 ）。検証のた
めに，図 5 に示すようにWR軸箱の側面ライナ厚さを
3 mm変化させたときのスラスト量の変化を調べた。そ
の結果，同サイズの圧延材を用いているにもかかわらず
スラスト量が変化することが確認された（図 6 ）。この
ことから，スラスト方向挙動の原因がスキューによるも
のであると確認できた。
　従来，スキュー，ロールプロフィル，および圧延材の
非対称性などによって生じるスラスト方向挙動を把握す
る手段として，スラスト力の計測 6 ），7 ）やスキュー角を
直接的に測定する方法 8 ）などが開発されている。しか
しながら本調査により，ロール挙動の計測によってもス
キューの検出が可能であることが明らかになった。
2. 2　WRスラスト方向挙動の板厚への影響
　スキューによってロールにスラスト力が生じる。この
スラスト力に起因したDSとWSそれぞれで計測される
圧延荷重の差（差荷重）や，ロールギャップの変化によ
って板厚が変化することが知られている 9 ）。そこで，圧
延中のロール挙動，差荷重および板厚差を調査した。さ
らに，WRシフト動作用油圧シリンダに設置した圧力計

（図 7 ）によりスラスト反力を計測した。なお，スラス
ト反力は圧延開始時点を 0 とし，WSのヘッド側圧力が
増加する場合を正とした。結果を図 8 に示す。
　ロールの移動に伴ってスラスト反力を検出しており，
この挙動は石井らの報告10）とも一致する。また，差荷
重および板厚差の変化が観察された。この結果を図 9 に
基づいて考察する。下WRと下BUR間にスラスト力

図 6  スラスト量の変化（a）調整前，（b）調整後
Fig. 6  Changes of displacement in thrust direction

(a)before adjustment, (b)after adjustment

図 5  軸箱のライナ厚さ調整
Fig. 5  Adjustment of chock liner thickness

図 7  WRシフト装置の概要
Fig. 7  Schematic of WR shifting device

図 8  圧延の正・逆転時の（a）スラスト量とスラスト反力，（b）DS,　
WSの板厚差と差荷重の違い

Fig. 8  Differences between normal and reverse rotation in 
(a) Displacement in thrust direction and thrust counterforce 
and (b) Plate wedge and difference of rolling load
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TWP
B およびTWB

B が発生したとき，下BURに作用するス
ラスト力TWB

B は下BUR軸箱によって支持される。この
とき，スラスト力の作用線（下WRと下BURのロール
間）と支持点（下BUR軸箱下面）に垂直距離があるこ
とから，下BURには転倒モーメントMが作用する。下
WRは下BURの転倒モーメントを受けるため，DSと
WSとの間にロールギャップ差が生じ，板厚差が発生す
ると考えられる。
　いっぽうで，上WRと上BURは移動していないこと
から，下WRのスラスト力は圧延材を介して上WRには
伝わっていないか，伝わっていたとしても非常に小さい
と考えられる。しかし，上BUR軸箱の支持点上にある
ロードセルでは差荷重が検出された。この要因として，
次の 2 点が考えられる。
　①圧延材を介して下WRの転倒モーメントを受けるた

め，下WRからの転倒モーメントとバランスするよ
うに上WRと上BURには反モーメントが働く

　②板厚差の発生に伴って鋼板が蛇行することによる影
響である。

　ただし，転倒モーメントおよび鋼板の蛇行は計測でき
ていないため，明確な切り分けはできていない。また，
スラスト反力は噛み込み直後には計測されず，スラスト
量がおよそ 3 ～ 5 mm以上で計測された。これは，圧延
時の軸箱の上下動作を妨げないよう，WR軸箱とWRシ
フト装置のクランプ部との間に隙間が設けられているた
めと考えられる。
2. 3　実操業におけるスラスト挙動の調査
　前節において，スキューによると推察されるスラスト
量を計測できることを確認した。いっぽう，厚板工場の
操業においてはさまざまな条件で圧延が行われるため，
同一角度のスキューであってもスラスト量はパスごとに
変化する。そこで，さまざまな圧延状況下においてもス
キュー角をスラスト量から評価できる方法が必要にな
る。
　WRとBURとの間に働くスラスト力Tは，圧延荷重P
およびスキュー角θに依存するスラスト係数μT により
式（ 1 ）で表現される11） 。

　　T =μTP ……………………………………………（ 1 ）

　スラスト力Tを受けるWRのスラスト量と圧延時間と
の関係を図10に示す。圧延材の噛み込み直後からスラ
スト量が急激に増加する挙動が見られることから，ロー
ルのスラスト方向の加速度をα，仮の質量をMR とする
と，スラスト量Sは式（ 2 ）のとおり表される。
　　
　　　　　　　　　　…………………………………（ 2 ）

ただし，tは圧延時間（噛み込みから板抜けまでの時間）
を表す。すなわちスラスト量は，スラスト係数（スキュ
ー角θ），圧延荷重P，および圧延時間 tに依存する。こ
れについて，連続計測を行った結果を用いて検証を行っ
た。
　圧延時間の影響は図10により明らかである。圧延荷重
の影響を確認するため，スキュー角が変わらないと考え
られる同一ロールを使用した連続圧延を行い，一定の圧
延時間における圧延荷重Pとスラスト量Sの関係を調べ
た。その結果を図11に示す。圧延荷重が大きいほど，
スラスト量が増加することが確認できた。この結果より
スキュー角は，圧延荷重と圧延時間の二乗の積（P×t 2）
が一定となる条件で規格化したスラスト量で評価できる
ことがわかった。
　上記を踏まえ，実操業において連続計測を行ってスラ
スト量の変化を調べた。スラスト量は規格化し，WR軸
箱別に集計を行った。なお，軸箱は 3 セットをローテー
ションさせて使用している。WR軸箱セット別のスラス
ト量の推移を図12に示す。いずれの軸箱においてもス

S=αt 2= Pt2
MR
μT

図 9  正転時のロール挙動とロールに作用する力の概念図
Fig. 9  Schematic view of roll behavior and forces acting on rolls in 

normal rotation

図10  スラスト量と圧延時間の関係
Fig.10 Relationship between displacement in thrust direction and 

rolling time

図11  圧延荷重とスラスト量の関係
Fig.11 Relationship between rolling load and displacement of thrust 

direction
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ラスト量は経時的に変化し，その変化の傾向はいずれの
セットでも同様であることが判明した。その原因の一つ
として，軸箱側面ライナあるいはハウジングライナの摩
耗により，DSとWSとでは不均等な摩耗が進行してス
キュー角が変化していることが挙げられる。
　また，WR軸箱セット別のスラスト量が異なることも
判明した。これは，長期間にわたる使用状況の違いから，
WR軸箱に寸法上の個体差が生じていたためと推察され
る。
　以上の連続計測結果より，定常的に実施した計測結果
に基づいてロールスキューを調整することが板厚精度の
維持向上に有効であると考えられる。

3 ．スラスト量の設備管理への活用

3. 1　スラスト量を活用したスキューの管理方法
　スラスト量を連続計測し，その量に応じてスキューの
修正を行った。スキュー角の修正量は，あらかじめ調査
した種々の条件でのスラスト量との関係から算出した。
圧延荷重および圧延時間より規格化して算出したスラス
ト量とスキュー角との関係を図13に示す。また，スキ
ュー角の修正はWR軸箱ライナ厚さの調整によって行っ
た。ライナ厚さの調整量は，DSとWSとの間のWR軸
箱間距離とスキュー角との幾何学形状から算出した（図
14）。
3. 2　板厚精度の改善効果
　実操業におけるスラスト量の推移を図15に示す。新

たなスキュー管理方法の導入前はスラスト量のばらつき
が大きく，最大で10 mm程度発生していた。いっぽう
導入後は，スラスト量を連続計測しながらスキュー角を
調整することにより，設備変化点や経時的なライナ摩耗
の進行に対してもスラスト量を管理値に設定した±
1 mm程度に抑制できた。その結果，板厚精度（目標板
厚からの差異）を約10%改善することができた（図16）。
　現在，本計測手法を用いた常時計測・監視システムを
構築し，スラスト量を含む設備状態の監視およびスキュ
ー角の修正を行っている。

むすび＝板厚精度の改善を目的に，仕上げ圧延機の動的
挙動の計測手法を確立し，それを活用した設備管理方法
を具体化した。その結果，スラスト量を抑制し，板厚精
度を改善・安定化させることができた。実施した内容と
得られた効果を（ 1 ）～（ 4 ）にまとめる。今後は，この
測定手法をほかの設備にも適用し，品質向上および設備

図14  ライナ厚さ調整量とスキュー角変化の関係
Fig.14 Relationship between liner thickness adjustment and skew 

angle change

図13  スキュー角とスラスト量の関係
Fig.13 Relationship between skew angle and displacement in thrust 

direction

図16  新たなロールスキュー管理手法導入前後の板厚精度比較
Fig.16 Comparison of thickness accuracy before and after applying 

new scheme to roll skew management

図15  実操業におけるスラスト量の推移
Fig.15 Changes of displacement in thrust direction in actual 

operation

図12  WR軸箱セット別のスラスト量の推移
Fig.12 Chages of displacement in thrust direction of each WR 

chock set
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不良の早期発見に活用していく考えである。
　（ 1 ） ステレオカメラ方式による画像解析手法を活用

することにより，圧延機各位置の 3 次元動的挙
動の常時計測を実現した。

　（ 2 ） （ 1 ）の手法を用いて圧延中のロール軸箱などの
挙動を把握し，WRのスラスト方向挙動が板厚
に影響を及ぼすことを明確にした。

　（ 3 ） スラスト量は経時変化しており，その原因の一
つは軸箱あるいはハウジングのライナの摩耗と
考えられる。

　（ 4 ） スラスト量からスキュー角を推定できた。連続
測定の結果に基づき，軸箱ライナの厚さを定量
的に調整することによって板厚精度が改善し
た。
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まえがき＝厚鋼板の代表的な製造工程であるTMCP
（Thermo-Mechanical Control Process）1 ）における冷却
プロセスでは，ねらいの材料組織および特性を造り込む
ために加速冷却装置によって鋼板を所望の冷却速度CR

（Cooling Ratio）および冷却停止温度で均一に冷却する
ことが求められる。冷却制御では，冷媒である水の流動
および沸騰形態が熱伝達特性に与える影響を考慮して，
鋼板の長手および幅方向，上下面の冷却水量などを適切
に設定する必要がある。他社においても鋼板の温度制御
の高精度化を目的に，冷却装置と冷却制御技術が開発さ
れている 2 ），3 ）。冷却制御では，冷却プロセスにおける鋼
板温度の予測計算値に基づいて冷却水量などを設定す
る。このため，予測計算の精度が温度制御の精度を左右
するといえる。
　そこで当社は，冷却水と鋼板との熱伝達特性に影響を
及ぼす鋼板上面の冷却水の挙動に着目した。予測計算の
高精度化を目的に，鋼板上面に滞留した冷却水（以下，
滞留水という）の高さ分布の予測モデルおよび滞留水高
さを考慮した熱伝達モデルを構築した。また，構築した
モデルを実機に対して最適化し，実機の冷却制御に適用
することによる鋼板の温度制御精度の向上を図った。
　本稿では，熱伝達モデル構築における鋼板上面の滞留
水高さ分布の予測モデルの構築と，滞留水高さが熱伝達
特性に及ぼす影響について述べる。また，構築した熱伝
達モデルの精度評価の結果について紹介する。

1 ．冷却プロセスにおける鋼板温度予測

　冷却プロセスにおける鋼板温度予測では，冷却装置入側
の鋼板温度（冷却開始温度：Start Cooling Temperature，

以下SCTという）を始点とし，冷却装置出側の鋼板温
度（冷却停止温度：Finishing Cooling Temperature，
以下FCTという）を予測する。冷却制御においては鋼
板温度の予測計算値に基づき，所望のFCTおよびCRを
満足するように冷却水量などを決定する。このとき，予
測計算に用いる熱伝達モデルの精度の確保が必要にな
る。冷却水量，冷却水の鋼板上面での流動，沸騰形態の
変化，冷却水温や鋼板表面性状により被冷却面（鋼板）
と冷却水との間の熱伝達特性は大きく変化する 4 ）。とく
に，冷却水の鋼板上面での流動は，冷却条件（鋼板サイ
ズ，水量など）に応じて大きく変化すると推定される。
そこで，実機冷却装置を小型模擬した冷却水流動観察試
験により，鋼板上面に滞留した冷却水の高さ分布の予測
モデルを開発した。あわせて冷却試験により，熱伝達特
性に対する滞留水高さの影響について検討し，滞留水高
さを考慮した熱伝達モデルを開発した。また，冷却プロ
セスにおける多点温度実測値に基づくモデルパラメータ
の調整を行い，開発した熱伝達モデルを最適化した。
1. 1　鋼板上面の滞留水高さ予測モデル
　当社厚板工場において鋼板上面の冷却に使用される冷
却装置は，稠密（ちゅうみつ）配置した柱状噴流ノズル
群から冷却水を高圧噴射するノズル噴射部とノズルが配
置されていない非ノズル噴射部が繰り返される構成とな
っている。水冷時の熱伝達率は鋼板上面に滞留した冷却
水の流動状態に影響されるため，冷却水流動観察試験に
よって冷却水の流動状態を調べた。
　試験の概要図を図 1 ，試験時の鋼板上面の冷却水の流
動状態を図 2 に示す。試験装置は，柱状噴流ノズル群を
具備した冷却ヘッダおよびヘッダの下側に配置した模擬

柱状冷却による厚鋼板加速冷却の温度制御精度の向上
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鋼板で構成されており，対称性を考慮して半幅モデルと
した。対称境界面に壁板を配置しており，滞留水は鋼板
の端部より排出される。滞留水の流動を観察するため，
模擬鋼板および壁板には透明アクリル板を使用した。冷
却水流動観察試験は，ノズル先端と模擬鋼板までの距離
300 mm，ノズル径 3 mm，ノズル500 jets/m2，ヘッダ
サイズ1,000×2,000 mmとした。滞留水の流動は単位面
積あたりの冷却水量（水量密度）および板幅に応じて変
化 す る た め， 水 量 密 度 は 3 水 準， 模 擬 鋼 板 の 幅 は
1,500 mm，2,000 mmの 2 水準，長さは1,000 mmとした。
滞留水高さの板幅方向の分布を測定した結果を図 3 に
示す。滞留水高さは水量密度および板幅の増加に伴って
増加している。また，滞留水高さは板幅中心部から板幅
端部にかけて減少している。これらのことから，板幅条
件や水量密度，板面内の位置によって熱伝達特性が変化
すると推定される。
　そこで，水量密度および板幅の変化に対する滞留水高
さ分布の測定結果をもとに，鋼板の任意の位置における
滞留水高さの予測モデルを構築した（図 4 ）。板幅方向
をx軸方向，板長手方向をy軸方向とし，ノズル部の長
さをa，板幅をb，非ノズル部の長さをcとした。対称
性を考慮し，それぞれ 1 / 4 領域を解析領域とした。
　解析モデルの支配方程式を式（ 1 ）～（ 4 ）で示す。
　連続の式は式（ 1 ），（ 2 ），
　　ノズル噴射部：

　　∂（hu）/∂x＋∂（hv）/∂y＝γ …………………………（ 1 ）

　　非ノズル噴射部：

　　∂（hu）/∂x－∂（hv）/∂y＝0 …………………………（ 2 ）

エネルギー方程式は式（ 3 ），

　　q2＝（hu）2＋（hv）2 …………………………………（ 3 ）

ベルヌーイの式は式（ 4 ）で表される。

　　H＝h＋（u2＋v2）/2g＝h＋q2/2gh2 …………………（ 4 ）

ここに，h：滞留水高さ（m）， u：x方向の流速（m/s），v：
y方向の流速（m/s），γ：水量密度（m/s），q：水量（m2/s），
H：全揚程（m），g：重力加速度（m/s2），である。
　ベルヌーイの式は，ノズル噴流が滞留水の上流からの
流れに摩擦を与えないように混合される場合にのみ成り
立つため，流動挙動を十分に表現できない。そこで，ノ
ズル噴射部の流動挙動（図 5 ）を考慮し，摩擦力による
運動量の再配分と損失を表現するため式（ 4 ）を次式の
ように拡張した。

　　H＝h＋q2/2gh2＋Kq/gh ……………………………（ 5 ）

ここに，K：摩擦係数（m/s）である。
　qはx＝b/2，y＝0 の位置で最大となるため，この位置
において滞留水高さhが最少となる。ここで，限界流の

図 2  実験時の柱状噴流および滞留水の流動状態
Fig. 2  Cylindrical multi jets and residual water flow in experiment

図 1  冷却水流動観察試験の概略図
Fig. 1  Schematic diagram of test for observing flow of cooling water

図 3  滞留水高さ分布
Fig. 3  Distribution of residual water height

図 4  滞留水高さ予測モデル
Fig. 4  Analysis model for residual water height prediction



神戸製鋼技報/Vol. 69 No. 2（Oct. 2019） 55

考え方を用いると，x＝b/2，y＝0 の位置でdq/dh＝0 が
成り立ち，式（ 5 ）は式（ 6 ）のようになる。

　　h3－Hh2＋q2/2g＋Kqh/g＝0 ………………………（ 6 ）

これより，

　　（K/gh＋q/g）（dq/dh）＋3h2－2Hh＋Kq/g＝0 ……（ 7 ）

したがって，限界流を添え字crで表すと，

　　3h2
cr－2Hhcr＋kqcr/g＝0 …………………………（ 8 ）

　　h3
cr－Hh2

cr＋kqcrhcr/g＋q2
cr/2g＝0 ………………（ 9 ）

ここに，hcr：限界滞留水高さ，qcr：限界流量である。
　ここで，次元解析から無次元定数Cを用いると摩擦係
数Kは式（10）のように表される。

　　K＝Cqcr/2hcr ………………………………………（10）

ここに，限界滞留水高さhcr，限界流量qcr，全揚程Hは
式（11）～（13）で表される。

　　qcr＝γ（a/2）（b2＋c2）1/2/（a＋c） ……………………（11）

　　hcr＝{（2＋C）q2
cr/2g}1/3 ……………………………（12）

　　H＝（3＋2C）hcr/（2＋C） …………………………（13）

水量qは，式（14），（15）で与えられる。

　　q＝｛2γ/（a＋c）｝｛c2（a/2＋x）2＋（ay）2｝1/2：x＜ 0  …（14）

　　q＝｛2γ/（a＋c）｝｛a2（c/2－x）2＋（ay）2｝1/2：x≧ 0  …（15）

滞留水高さhを求めるには，式（ 6 ）の 3 次方程式の根
を求める必要がある。そこで，式（16）を考慮して，式

（17），（18）を満足する近似式を式（19）とした。

　　dh/dq＝－（Kh＋q）/｛Kq＋g（3h2－2Hh）｝ ………（16）

　　h＝H, dh/dq＝－K/（gH）：q＝0 …………………（17）

　　h＝hcr, dh/dq＝－∞：q＝qcr ……………………（18）

　　h＝hcr＋2｛H－hcr－Kqcr/（gh）｛（1－q/qcr）1/2

　　－｛H－hcr－2Kqcr/（gh）｝（1－q/qcr）｝｝ ……………（19）

とくに，水モデル実験時の幅方向の滞留水高さ分布の実
測値は，y＝c/2の位置であり，qは式（20）で表される。

　　q＝2γax/（a＋c） ……………………………………（20）

したがって，式（19）は式（21）のように表される。

　　h＝hcr＋2｛H－hcr－Kqcr/（gH）｝（1－αx）1/2

　　－｛H－hcr－2Kqcr/（gH）｝（1－αx） …………………（21）

　　α＝｛2γa/（a＋c）｝/qcr＝4/（b2＋c2）1/2 ……………（22）

式（21）の計算値と実測値から，Cを決定した。滞留水
高さの実測結果とモデル予測結果を図 6 に示す。図に示
すように，水量密度と板幅の変化に対する滞留水高さの
変化をベルヌーイの式を拡張したモデル式を用いて予測
できることが分かった。
1. 2　熱伝達特性に対する滞留水高さの影響
　滞留水高さを考慮した熱伝達モデルの構築において，
熱伝達特性に対する滞留水高さの影響について検討する
ため，当社厚板工場の冷却プロセスを小型化して模擬し
た冷却試験を行った（図 7 ）。実験装置は，加熱炉，搬
送テーブル，デスケーラ，冷却装置（図 8 ）により構成
される。デスケーラは，熱伝達特性の影響因子である酸
化スケールを除去するための高圧水噴射装置である。冷
却装置は柱状噴流ノズル群を有する冷却ヘッダであり，
ノズル先端と模擬鋼板までの距離は300 mm，ノズル径
は 3 mm，ノズル数は500 jets/m2，ヘッダのサイズは
500×500 mmとした。滞留水高さは，試験材の上面に
設けた堰（せき）の高さを変化させることにより模擬し
た。各水量密度に対応する堰の高さの設定値を表 1 に示
す。試験材の温度は，内部の板厚方向に複数点設置した
熱電対により測定した。

図 5  ノズル噴射部の流動挙動
Fig. 5  Flow behavior of nozzle injection region

図 6  滞留水高さの予測結果と実験結果
Fig. 6  Predicted and measured distribution of residual water height
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　冷却試験では，加熱炉で900℃以上に加熱した試験材
を搬送テーブル上に抽出し，デスケーラに搬送してスケ
ールを除去した後，冷却装置に搬送した。冷却は実機の
冷却状態を模擬するため，オシレート冷却とした。
　熱伝達特性の評価指標である熱伝達率は，各温度測定
点における熱伝導方程式の逆問題を解くことによって算
出した。算出した熱伝達率と滞留水高さとの関係を図 9
に示す。熱伝達率は水量密度，滞留水高さに応じて変化
することを確認した。また，低水量密度（200 L/min・
m2）の場合，熱伝達率は滞留水高さの増加に伴って減
少しており，この傾向は高温域（600℃以上）と低温域

（400℃以下）のいずれにおいても見られた。これは，滞
留水高さの増加に伴ってノズル噴流の衝突圧が減少した
ためと推測される。
　いっぽう，高水量密度（1,000 L/min・m2，2,000 L/
min・m2）の場合は，滞留水高さの増加に伴う熱伝達率
の減少は小さかった。とくに，水量密度が2,000 L/
min・m2の場合，高温域においては滞留水高さの増加に
よらず熱伝達率はほぼ一定値を示した。低温域において
はわずかではあるが熱伝達率が増加する結果となった。
これは，滞留水高さの増加によってノズル噴流直下部の
衝突圧が減少はしているものの，滞留水の撹拌（かくは
ん）効果が向上したためと推測される。この傾向は，単
一の柱状噴流ノズルによる実験によっても観測されてお
り 5 ），同様の結果が柱状噴流ノズル群においても得られ
た。
　この冷却試験結果と1.1節で示した滞留水高さモデル
を組み合わせて熱伝達モデルを構築した。基礎モデルに
スプレーの式 4 ）を採用し，熱伝達特性への滞留水高さ
の影響を考慮して式（23）のように拡張した。

　　logHTC＝c1＋c2 logW＋c3Ts－d logh ……………（23）

ここに，HTC：熱伝達率（W/m2・℃），W：水量密度（L/
min・m2），Ts：鋼板表面温度（℃），h：滞留水高さ（m），
c1, c2, c3：定数である。
　なお，熱伝達特性に影響を及ぼす滞留水高さは水量密
度に応じて変化するため，係数dは水量密度による関数
とした。
　また，冷却水の沸騰状態による冷却能力の変化を考慮
するため，鋼板温度により高温域および低温域の二つの
温度域に区分した。これら二つの温度域それぞれにおい
て熱伝達率を定式化し，両温度域の間は，それぞれの式
を補間することによって表現した。
　また，上述のノズル噴射部の熱伝達モデルに加え，冷
却ヘッダ間の非ノズル噴射部の熱伝達モデルを構築し
た。すなわち，鋼板上面の滞留水高さ分布に応じた鋼板
中央部から端部への排水流れの流速を滞留水高さの差に
基づいて算出することによって，非ノズル噴射部の熱伝
達率を予測できるモデルとした。
　これらより，水量密度，および板幅によって変化する
鋼板の任意位置における滞留水高さを半理論式によって
予測することができる。そこで，水量密度，および鋼板
サイズによって変化する鋼板の任意位置における熱伝達
率を予測できる熱伝達モデルを構築した。

2 ．伝達モデル最適化と精度評価

　1.2節で述べた鋼板上面のノズル噴射部の熱伝達モデ
ルをベースに，実機冷却装置の冷却状況の異なる領域

（上側・下側冷却，ノズル噴射部と非ノズル噴射部）に
応じた熱伝達モデルを構築した。さらに，各領域の熱伝

図 7  冷却実験小型設備の主要構成
Fig. 7  Main components of small-sized apparatus for cooling 

experiment

図 8  冷却装置の概要
Fig. 8  Schematic of cooling header

表 1  水量密度と堰の設定高さとの関係
Table 1  Relationship between water flow density and set value 

of height of screen

図 9  滞留水高さと熱伝達率の関係
Fig. 9  Effect of residual water height on HTC (heat transfer 

coefficient)
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達モデルを組み合わせることによって冷却時の温度予測
モデルを構築した。熱伝達モデル内の水量密度，鋼板表
面温度などの影響因子にかかるモデルパラメータは小型
実験装置を用いた冷却試験より決定している。小型実験
装置と実機の偏差補償のため，実機冷却プロセスにおけ
る多点温度実測値に基づきモデルパラメータを最適化し
た。
　温度予測モデルによる計算値と実測値を図10に示す。
SCTおよびFCTの実測値と，冷却装置出側直近の復熱
過程の鋼板上下面温度の実測値注）とを加えた多点実測
値に基づき，温度計算値と実測値の偏差が最小となるよ
うモデルパラメータを最適化した。冷却過程を冷却状況
の異なる領域ごとの熱伝達モデルにより表現しているた
め，モデルパラメータを領域ごとに設定する必要があ
る。このため，局所解に陥らないよう多変数に対する最
適 化 手 法 の 一 つ で あ るPSO（Particle Swarm 
Optimization）法 7 ）を用いてモデルパラメータを最適化
した。
　最適化した温度予測モデルによる冷却停止温度の計算
値と実測値を図11に示す。予測精度 1σは12.7℃となっ
た。冷却による鋼板温度の低下に伴って沸騰状態は膜沸
騰から核沸騰へ遷移する（遷移沸騰域）。従来，遷移沸
騰域では冷却能力が急激に増加するため，温度予測が困
難であった。そこで，冷却水の流動状態を考慮した熱伝
達モデルを基に鋼板温度実測値により最適化した。これ
により，遷移沸騰域での冷却を含む冷却停止温度範囲に
おいても高精度な冷却停止温度の予測が可能となった。
開発した熱伝達モデルを実機の冷却制御に適用した例を
図12に示す。熱伝達モデルを用いた温度予測計算値に
基づき，所望のFCTおよびCRを満足するよう冷却水量
を設定した。図12は板厚20 mm，目標FCTを550℃，目
標CRを10℃/sとした場合のFCTおよびCRの実績であ
る。鋼板先尾端部を除く長手定常部のFCTが目標値±

25℃以内，CRが目標値± 1 ℃/s以内に収まっており高
精度に制御できている。このことから，開発した熱伝達
モデルを適用することによって高精度な温度制御が可能
であることが確認できた。

むすび＝加古川製鉄所厚板工場の加速冷却装置における
鋼板温度制御の精度向上を目的とした検討を実施した。
鋼板上面の滞留した冷却水の高さ分布の予測モデルおよ
び滞留水高さなどの流動状態を考慮した熱伝達モデルを
構築した。構築した熱伝達モデルを実機における冷却制
御へ適用した結果，高精度な温度制御が可能であること
が確認できた。
　今後は広範囲な温度制御条件，鋼板サイズ条件におい
て制御精度を向上させ，新たな高付加価値鋼板の商品
化，歩留り改善，品質安定化に貢献していく。
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脚注） 通常の鋼板上面測定用の温度計と実機に導入実用化してい

る鋼板下面測定用の温度計 6 ）により測定している。

図10  温度計算値と実測値
Fig.10  Calculated and measured temperature

図12  熱伝達モデルを用いたオンライン冷却制御結果
（板厚：20mm, FCT=550℃, CR=10℃/s）

Fig.12 Results of online cooling control using developed heat 
transfer model
(Plate thickness: 20mm, FCT=550℃, CR=10℃/s)

図11  冷却停止温度の予測値と実測値
Fig.11  Calculated and measured FCT
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まえがき＝棒鋼製品の圧延では，ミスロールなどの圧延
トラブル，へげ疵（きず）などの表面疵，先尾端の寸法
変動などの不具合を防止するうえで，圧延機スタンド間
張力を適正範囲に維持することが重要である。棒鋼圧延
の場合，圧延中の材料寸法の大小によって，ループ制御
による張力調整機構を適用できるスタンドが限定され
る。このため圧延オペレータは，圧延ロールの回転数を
操作することによって，スタンド間張力が適正な引張／
圧縮状態となるように調整する。オペレータは，圧延材
先端噛（か）み込み時の出側無張力状態から，次スタン
ド噛み込みによる出側張力負荷状態に至る過程での圧延
ロールを駆動する主電動機の電流値の変化から，圧延機
スタンド間の材料の引張／圧縮を判断する。しかし，先
端通材時に電流計に注目しなければならないことや，圧
延速度の速い下流スタンドでは電流値の変化が瞬間的で
あって視認しにくいなどの問題があり，運転経験の少な
いオペレータにとっては容易な作業ではない。
　スタンド間の張力を定量化する方法としては，ロール
チョックに作用する圧延方向力を直接検出する方法 1 ）

や，ロードセルによる圧延荷重から圧延トルクを算出
し，張力を推定する方法 2 ），3 ）が提案されている。しか
しながら，いずれの方法もロードセルが必要であるな
ど，設備構成が複雑化し，センサの健全性維持も必要と
なる。
　そこで当社は，より簡便に張力を監視・把握するシス
テムを開発した。本システムは経験の少ないオペレータ
でも張力を容易に調整することができるうえに，次スタ
ンド噛み込み前後の駆動電流変化を自動で読み取ること
ができるほか，圧延モデルから張力値を推定・表示する

ことができる。オペレータは，これを参照することによ
ってロール回転数の調整が容易になり，スタンド間張力
を安定化させることができた。本稿では，その棒鋼圧延
用張力モニタリングシステムの概要について述べる。

1 ．棒鋼圧延ラインの概略

　当社神戸製鉄所の棒鋼圧延ラインは，加熱炉 1 基，粗
圧延機 8 スタンド，中間圧延機 4 スタンド，仕上圧延機
4 スタンド，ブロックミル 5 スタンドからなる（図 1 ）。
155 mm角または182 mm角のビレットから，φ17 mm
からφ108 mmの棒鋼製品を圧延している。中間圧延機
と仕上圧延機の間にはループ制御機構が導入され，仕上
圧延機入側で無張力圧延を実施している。しかしそれよ
り上流側のスタンドにはループ機構がない。このため，
隣接スタンド間のロール回転数の関係によって，各スタ
ンド間の圧延材には引張力あるいは圧縮力が負荷される
ことがある。

棒鋼圧延用張力モニタリングシステム
On-line Inter-stand Tension Monitoring System for Bar Mill

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（論文）

In wire rod and bar mills, it is important to optimize inter-stand tensions in order to prevent problems 
during rolling and to prevent dimensional variations in the longitudinal direction. The stabilization of 
inter-stand tension, however, has hitherto been dependent on the adjustment skills of operators. This 
paper reports on a method that was developed to estimate inter-stand tensions on the basis of a model 
for wire rod rolling using the motor current values, which can easily be constantly obtained during 
rolling. This simple method requires no skill of the operator. It was used in a newly developed tension 
monitoring system to estimate the inter-stand tension for the information of rolling mill operators. 
The monitor was introduced to the bar rolling mill at the Kobe Works of Kobe Steel. As a result, the 
system has facilitated the motor speed adjustment performed by the operators. This contributes to the 
stabilization of the inter-stand tension in actual operation and the reduction of operational troubles.
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図 1  神戸製鉄所棒鋼工場のレイアウト
Fig. 1  Layout of bar mill in Kobe Works
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2 ．張力モニタの開発

2. 1　張力モニタのコンセプト
　棒鋼の連続圧延において，圧延材の先端が次のスタン
ドに噛み込んだ瞬間，上流側のスタンドと次（下流側）
スタンドの間で圧延材に張力（引張力または圧縮力）が
負荷される。このスタンド間張力により，上流側のスタ
ンドのロール駆動トルクが変化してロールを駆動するモ
ータ電流に変化（差電流）が生じる（図 2 ）。すなわち，
引張力が発生する場合は上流側スタンドのモータ差電流
がマイナスとなり，圧縮力が発生する場合には差電流が
プラスになる。そのため圧延オペレータは，圧延材先端
が次スタンドに噛み込むまでの間の無張力状態のモータ
電流値を記憶しておき，噛み込み直後のモータ電流の変
化からスタンド間張力の状態を推定してモータ回転数の
調整を行う。しかしながらこの調整方法では，噛み込み
時に電流値の変化を見逃さないように監視し続ける必要
があり，通材状態の監視作業などの妨げとなる。また，
圧延速度の速いスタンド間では次スタンドに至る時間が
瞬間的であり，差電流の視認が困難である。
　そこで当社は，計測困難なスタンド間張力を把握する
ことによって適正な張力となるよう回転数を容易に調整
できるシステムを構築した。本システムでは，自動的に
検出したモータ負荷の変化を，圧延モデルを用いて張力
に換算して見やすく表示することができる。
2. 2　スタンド間張力モデル
　差電流から張力を推定する解析手法として，線材圧延
用の圧延モデルを用いた 4 ）～ 6 ）。無張力状態の圧延荷重
P0，圧延トルクG0を，斎藤らの方法 4 ）に従って矩形換
算法により計算する。

　　P0＝QP・kfm・FD …………………………………（ 1 ）
　　G0＝ 2ξ・ld・P0 ……………………………………（ 2 ）

ここで， QP：圧下力関数， kfm：平均変形抵抗， FD：接触
投影面積， ξ：トルクアーム係数， ld：接触弧長である。
　つぎに張力負荷時の圧延状態は，野口らの方法 5 ），6 ）

に従って計算でき，張力負荷時の圧延荷重Pは，式（ 3 ）

で示される。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 3 ）

ここで，P：荷重（張力負荷），P0：荷重（無張力），σF：
前方張力，σB：後方張力，a1，a2：影響係数
である。
　張力負荷時の圧延トルク（駆動トルク）Gは式（ 4 ）
で示される。

　　　　　　　　　　　　　　　……………………（ 4 ）

ここで，G0：トルク（張力負荷），Rm：平均ロール径，
F0：入側材料の断面積，F1：出側材料の断面積である。
　線材圧延では幅方向への材料の流れが大きく，圧延後
に圧下方向と直行する方向の寸法が拡大する（幅広が
り）。圧延条件とこの幅広がりとの関係として式（ 5 ）
がある 5 ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（ 5 ）

ここで，H，B：入側の材料高さと幅，b0：出側の材料幅（無
張力），h，b：出側の材料高さと幅（張力負荷時）である。
　幅広がりは式（ 6 ）で表される。

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 6 ）

式（ 4 ）はG＝Func（H, B, h, b, kfm , σF , σB）となる。こ
のため，材料が次スタンドに噛み込んだときの上流側ス
タンドにおける圧延トルク変化ΔGは，噛み込み前後で
入側材料寸法および変形抵抗が変化しないとして，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（ 7 ）

となる。
　また熱間圧延では，前方張力変化による後方張力変化
は一般的に小さいため，これがない（ΔσB ＝ 0 ）と仮
定すると，

　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 8 ）

　　 
と表される。
圧延トルクと駆動モータ電流との関係式G＝ηVI/（2πN）
より，式（ 8 ）は式（ 9 ）のように表される。

　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 9 ）

ここで，V：モータ定格電圧，N：モータ回転数，I：モ
ータ電流，ΔI：差電流，η：効率である。
また，（∂G/∂σF）などの偏微分は，式（10）の例のよう
にトルクモデル式（ 4 ）から数値微分によってあらかじ
め計算しておく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（10）

式（ 9 ）より，材料が次スタンドに噛み込んだときの電
流値の変化ΔI からスタンド間張力ΔσF を推定すること
ができる。
　以上の式を使ってスタンド間張力を計算するモデルの

P＝P0× 1＋a1 ＋a2
σF
kfm

σB
kfm

G＝G0 1＋ （F0σB－F1σF）Rm
G0

b＝b0 1－ 0.025　   ＋0.769B
b0

σf

kfm

σb

kfm

Δb＝ ΔσF＋ ΔσB
∂b
∂σF

∂b
∂σB

ΔG＝ ΔσF＋ ΔσB＋ Δb＋ Δh∂G
∂σF

∂G
∂σB

∂G
∂b

∂G
∂h

ΔG＝ ΔσF＋ ΔσF
∂G
∂σF

∂b
∂σF

∂G
∂b

∴ΔσF＝ΔG ＋∂G
∂σF

∂b
∂σF

∂G
∂b

ΔσF＝
ηVΔI
2πN ＋∂G

∂σF

∂b
∂σF

∂G
∂b

＝ 2ΔσF

∂G
∂σF

G（σF＋ΔσF）－G（σF－ΔσF）

図 2  差電流によるスタンド間張力の検出方法
Fig. 2  Method of measuring inter-stand tension using difference of 

motor currents between #i and #i+1
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フローを図 3 に示す。このように，従来提案されている
式を組み合わせ，またミル剛性が大きく，かつ下流側か
ら上流側スタンドへの張力の伝播がないとの仮定を置く
ことによって簡易な式でスタンド間張力が求められる。
2. 3　電流値の処理とスタンド間張力の計算事例
　2.2節で示したスタンド間張力を求める際の事例とし
て，実圧延時の電流データを図 4 に示す。図 4（a）はス
タンド間張力が圧縮の場合である。まず，#iスタンド

（ここではi＝1）に圧延材が噛み込んだときにモータに
負荷がかかり始める。しばらくして圧延材が下流側の#

（i+1）スタンドに噛み込むと，#iスタンドの電流値はス
テップ的に増加しており，#iスタンドのモータ負荷が
増大したことが分かる。無張力状態のモータ電流値（図
4（a）の（A））は，圧延材が#（i+1）スタンドに噛み
込んだ瞬間に取得される。この電流値を IA とする。#

（i+1）スタンドに噛み込み後，一定時間経過後に#（i+1）

スタンド噛み込み後のモータ電流値を取得する（図 4（a）
の（B））。このときの電流値を IB とする。両電流値の差

（ΔI＝ IA － IB）に基づき，前節に示した計算方法により，
スタンド間張力が計算される。なお，IA は#（i+1）スタ
ンド噛み込みのタイミングより遡った数点の平均電流値
とする。同様に IB も#（i+1）スタンド噛み込んだタイミ
ングから後の数点の平均電流値とする。また，IA ，IB の
取得タイミングは，インパクトの瞬間を除いたうえで，
スタンド・線速ごとに適正化を行った。このような処理
により，変動の大きい電流値を使って妥当な張力の推定
を可能にした。
　図 4（b）は#i－#（i+1）スタンド間の張力がほぼ 0 の
場合（この場合はi＝4），（c）は#i－#（i+1）スタンド間
の張力が引張りの場合（この場合はi＝10）を示す。各
図中の（C），（E）は次スタンド噛み込み直前，（D），（F）
は噛み込み後の#4，#10スタンドの電流値とその取得タ
イミングである。いずれの場合も本手法によって適正な
モータ電流値を安定して検出できることを確認した。
　本手法の有効性を確認するため，回転数の調整不良に
よるミスロールが発生した際の張力の推移を調べた（図
5 ）。図 5 中では，12本目で圧延する製品寸法がΦ
25 mmへと変わり，使用されるロールの孔型を変更し
ている（型定め）。型定め後，30本目で#10－#11スタン
ド間で圧縮力が大きくなって座屈を起こし，ミスロール
が発生している。この間の張力の推移を見ると，型定め
後の#10－#11スタンド間の張力が圧縮方向に推移して
いることが分かる。このような圧縮応力状態が継続して
いることを作業者が認知できれば，座屈によるミスロー
ルを回避するアクションをとることが可能であると考え
られる。 

3 ．張力モニタリングシステムの概要

　構築した張力モニタリングシステム構成を図 6 に示す。
Monitor systemは，圧延指令情報をProcess computer
から取得するほか，各スタンドのモータ回転数や電流値
をControllerから取得する。2.3節で述べたスタンド間張
力モデルはMonitor system内に実装され，材料が次ス
タンドに噛み込んだ直後のタイミングで上流側スタンド
の前方張力を演算する。スタンド間張力の一つが更新さ
れると，Monitor systemは張力モニタ画面（図 7 に示
すオペレータ支援画面）に表示する張力の値を最新のも
のに置き換える。支援画面には，現在圧延している材料
のスタンド間張力とともに，直近の20本分の張力を表示

図 3  スタンド間張力の計算フロー
Fig. 3  Flow of calculating inter-stand tension

図 4  差電流の検出事例
（検出応力：（a）圧縮，（b）均衡，（c）引張）

Fig. 4  Example of detection of inter-stand tension
(detected stress of (a) : compression, (b) : neutral, (c) : tension)

図 5  ミスロール時の♯10－♯11スタンド間張力
Fig. 5  Inter-stand tension between #10 and #11 stands in cobbling
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している（画面の下段）。また，同一サイズのスタンド
間張力の過去実績をヒストグラムで表示し（画面の中
段），オペレータが現在の張力状態が妥当かどうか判断
しやすくしている。この張力の過去実績は逐次更新され
る。

4 ．張力モニタリングシステムの実機適用結果

　本張力モデルを組み込み，実績収集機能および画面表
示機能を備えた張力モニタリングシステムを立ち上げ
た。本システム導入後に本システムによって計算され，
適用された張力（実績）のばらつきの推移を図 8 に示す。
対象品種は，圧延量の多いa）軸受鋼Φ30 mmおよびb）
冷間圧造用鋼Φ23～27 mmとした。それぞれの圧延材
に対して，#1～#5における各スタンド間で算出した張
力値の標準偏差を 3 箇月ごとに算出した。このとき，
2012年 1 Qの#2－#3間張力の標準偏差を 1 として規格
化した。
　スタンドによって差はあるが，導入直後の2012年 1 Q
以降，すなわち 2 ～ 4 Qに掛けて張力計測値の標準偏差
が低減していることが分かる。従来は圧延材噛み込み時
の電流値の変化をオペレータが各スタンド通材のタイミ
ングで注視しつつ回転数を調整していた。しかし，張力
モニタリングシステムを導入することによってこの電流
値の変化が張力演算値として一つの画面に集約され，か
つ圧延順のトレンドとして表示されるようになった。そ
れによって複数スタンドの状況をオペレータが任意のタ
イミングに一目で把握することが可能になり，回転数の
調整を容易に判断できるようになり，スタンド間張力の

安定化につながったと考えられる。
　本張力モニタリングシステム導入前後のミスロール発
生頻度を図 9 に示す。発生頻度は 3 箇月ごとに集計し，
最大の発生頻度の値を100％として規格化した。ミスロ
ールは，ロール回転数の調整不備に起因するもの以外に
も存在することが知られているが，本モニタリングシス
テム適用以降は大幅に減少していることが分かる。

むすび＝棒鋼圧延モデルを使って，差電流からスタンド
間張力を算出する計算手法を開発した。本計算手法によ
って計算された張力を表示する張力モニタリングシステ
ムを当社神戸製鉄所の棒鋼工場に導入した。オペレータ
による圧延機モータの回転数調整にこのモニタリングシ
ステムを活用することによって張力設定のばらつきが低
減し，ミスロールの低減に寄与することができた。
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図 6  棒鋼張力モニタリングシステムの構成
Fig. 6  System configuration for monitoring inter-stand tension of 

bar rolling mill

図 7  モニタ画面（オペレータ支援画面）
Fig. 7  Monitor image of inter-stand tension for operator

図 8  スタンド間張力の変化
Fig. 8  Changes of inter-stand tensions

図 9  ミスロールの発生状況
Fig. 9  Changes of number of cobbles in bar mill
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まえがき＝冷間タンデム圧延は，焼鈍・めっき工程へ半
製品を供給する中間工程であり，冷延・表面処理鋼板の
製品板厚を造り込むための重要な工程である。冷間タン
デム圧延において，後工程へ半製品を安定供給すること
は最重要事項の一つである。冷間タンデム圧延工程の安
定生産を阻害する要因の一つに，鋼板が圧延機の中心か
らオフセンタした状態で圧延される場合（以下，蛇行と
いう）がある。こうなると，鋼板が部分的に座屈し折り
重なった状態でロールバイトに絞り込み，破断する恐れ
がある。鋼板が破断するとその処置に長時間を要するた
め，大きな機会損失が生じるうえ，歩留り損およびロー
ル損傷による経済的損失も生ずる。このため，蛇行トラ
ブル低減は冷延工場の安定稼働のために対処すべき課題
である。
　板圧延における蛇行の問題は古くから研究がなされて
おり，解析モデルの構築，実験による検証，蛇行制御手
法の開発が行われてきた 1 ）～ 7 ）。これらの研究の多くは，
コイル尾端で張力が解放される「尻抜け」やタンデム圧
延における「スタンド間内での蛇行挙動」を対象として
いた。いっぽうで，タンデム圧延入側の張力はスタンド
間と比べて低く，WS （Work-Side：作業側）とDS（Drive-
Side：駆動側）のミル剛性差，レベル差，熱延板のウェ
ッジ（左右の板厚差），キャンバなど非対称成分の影響
を受け蛇行しやすい場合がある。とくに，圧延荷重の大
きいハイテンでは圧延に非対称が生じた場合の影響もそ
れに対応して大きくなる。
　そこで，圧延機の入側張力が蛇行に及ぼす影響につい
て蛇行解析を実施した。また，ラボおよび実機の圧延実
験により入側張力の影響を評価し，ミル入側張力を増強

することで板蛇行を抑制できることを明らかにした。こ
れらの結果を受けて，加古川製鉄所冷間タンデム圧延機
のミル入側張力を増強し，板蛇行に起因するトラブルを
大幅に低減することができた。本稿ではこれらの取り組
みの概要について報告する。

1 ．圧延中の板の蛇行挙動解析

　これまで提案されてきた圧延中の板蛇行の解析方法
は，圧延機の変形解析，材料の変形解析，入射角や左右
の速度差と蛇行の関係式から構成される。いずれの解析
方法においても，レベル差（圧延機の左右のギャップ差）
などの初期不整があると，蛇行量が徐々に増加していく
という検討結果が得られている 1 ）～ 7 ）。しかし，タンデ
ム圧延機の入側では，張力によって緩やかに板が拘束さ
れており，レベル差などの初期不整があっても蛇行が増
加し続けることはまれである。このように従来の解析方
法では実際の現象を表現できていないところがあった。
　そこで，張力による蛇行の停留メカニズムがあると考
え，図 1 に示すモデルを考案した。図 1 では初期不整と
してレベル差がある場合を例にとっている。圧延材の後
方（図 1 下側）で圧延材が拘束されない場合，従来の解
析方法と同様に，圧延材はロール直下を中心として回転
し，ロールバイトに入射角θS で進入する（図 1（a））。
ところがタンデム圧延機の入側では，圧延材はブライド
ルロールなどによってその位置と進行方向が固定されて
おり，圧延機入側で回転することができない。この拘束
によって圧延機の入側に張力分布σ’E（x）が形成される

（図 1（b））。この入側張力は，板を平面内で曲げ戻すこ
とによって発生し，ロールギャップの狭い側の張力が低
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くロールギャップの広い側の張力が高い分布となる。こ
のような張力分布により，ロールギャップの狭い側の荷
重が上がり，逆にロールギャップの広い側の荷重は下が
り，レベル差が解消される方向に向かう。圧延をさらに
続けて板がさらに蛇行すると左右の張力差も増し，初期
にあった左右のレベル差が完全になくなる。これによ
り，圧延材が入射角 0 で圧延機に進入するようになり，
蛇行が停留する（図 1（c））。
　以上のような考え方にしたがって蛇行を解析する数値
計算法を図 2 に示す。まずレベル差，ウェッジ，初期の
蛇行量などの初期不整を仮定する。つぎに，タンデム圧
延機入側のブライドルロールを固定支持としてブライド
ルロールと先頭スタンド間の板の変形を計算したうえ
で，先頭スタンド入側の張力分布を計算する。この入側
張力分布を用いて，圧延機の変形，圧延荷重分布，出側
板厚分布，左右の圧下率差を計算する。左右の圧下率差
から入射角θS を求め，微小時間Δtの間の蛇行増分ΔyS を
初期値あるいは前回の計算で得られている蛇行量に加算
する。更新された蛇行量に対して入側張力分布を計算
し，同様に荷重分布，板厚分布，圧下率差，蛇行量増分
を繰り返し計算して板の蛇行挙動を計算する。なお，入

射角θS と蛇行増分ΔyS は以下の幾何学式を使って計算し
た。ここで，vs は圧延機入側の板速である。

　　ΔyS ＝vs ・tanθS・Δt  ……………………………（ 1 ）

　板の蛇行量と圧延機入側における板幅方向の張力分布
の計算例を図 3 に示す。計算条件は図中に示した。後述
するラボ圧延時の実験結果との比較を行う際の素材の入
手性を考慮し，ここでの素材はアルミニウムとした。図
3 では，板が圧延機の入側で蛇行すると，平面内の板の
曲げにより曲げの内側に圧縮，外側に引張りの応力が形
成され初期の負荷張力に加算される。蛇行量が大きくな
ると負荷張力を加算した後も曲げの内側（図 3 では各グ
ラフの左側）の応力が圧縮になる（図 3（b））。小さな
圧縮応力が作用では板に座屈は生じないが，一定以上の
圧縮応力が作用すると，局所座屈により板の面外変形が
生じる。板厚や板幅によって局所座屈が生じない圧縮応
力の大きさ（許容圧縮応力）は異なると予想されるため，
本解析では実験等で決定する調整パラメータとした。
　さらに，図 2 のフローにしたがって板厚分布，荷重分
布，張力分布，蛇行量を逐次計算した。表 1 に解析条件
を示す。非対称要因としてここではレベル差を取り挙げ
た。レベル差を50μmとしたときの解析結果を図 4 ，レ

図 1  タンデム圧延機入側における板の蛇行のモデル化
Fig. 1  Analytical model of strip meandering at the entry side of 

tandem cold mill

図 3  板の蛇行と圧延機入側に形成される張力分布の計算例
Fig. 3  Calculation examples of tensile distribution caused between off-center value of rolled strip and entry side of rolling mill

図 2  タンデム圧延機入側における板の蛇行挙動の数値計算法 8 ）

Fig. 2  Calculation method of strip meandering at the entry side of 
cold strip mill 8 ）
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ベル差を250μmとしたときの解析結果を図 5 ，レベル
差を250μmとし入側張力を100 MPaとしたときの解析
結果を図 6 に示す。いずれの場合においてもレベル差が
あるため，逐次計算の初め（図 4 - 6（a）：圧延時間＝
0 s）では左右に板厚差が形成される。計算を繰り返す
と，板はギャップの広い側へ徐々に蛇行するとともに

（図 4 - 6（d）），左右の張力差が大きくなる（圧延時間＝
50 s）。その結果，板が蛇行した側の圧延荷重は下がり

（図 4 - 6（c）），左右の板厚差が徐々に小さくなることが
分かる（図 4 - 6（a）：圧延時間＝1,000, 260, 400 s）。こ
のようなプロセスにより，与えたレベル差の小さい場合

（図 4 ），40 mm程度蛇行した後，左右の板厚差が解消
され入射角が 0 になり蛇行が停留している。また，レベ
ル差の大きい条件（図 5 ）では，蛇行量が大きくなると，
板の平面内の曲がりによる圧縮応力が大きくなり，許容
範囲を超える圧縮応力が形成される領域が拡大する。こ
の領域がさらに拡大すると，左右の張力差は拡大でき
ず，左右の荷重差が大きくならない。このため板厚差を
解消するまでに至らず，蛇行の進展が続く（蛇行の発
散）。
　いっぽう，入側張力を大きくすると（図 6 ），板が大
きく蛇行しても，許容範囲を超えた圧縮応力が発生する

表 1  蛇行の解析条件
Table 1  Calculation condition of strip meandering

図 4  蛇行挙動の解析例（ 1 ） レベル差が小さい場合
（a）ロールバイト出側の板厚分布　（b）ロールバイト入側の張力分布　（c）圧延反力の幅方向分布　（d）圧延材の蛇行と入射角

Fig. 4  Analytical result ( 1 ) in case of small initial roll gap leveling.
(a) Thickness of rolled material at the delivery side of roll bite. (b) Tension distribution along the width direction at the entrance of roll bite. 

(c) Roll separating force distribution along the width direction.

図 5  蛇行挙動の解析例（ 2 ） レベル差が大きい場合
（a）ロールバイト出側の板厚分布　（b）ロールバイト入側の張力分布　（c）圧延反力の幅方向分布　（d）圧延材の蛇行と入射角

Fig. 5  Analytical result ( 2 ) in case of large initial roll gap leveling.
(a) Thickness of rolled material at the delivery side of roll bite. (b) Tension distribution along the width direction at the entrance of roll bite.

(c) Roll separating force distribution along the width direction.

図 6  蛇行挙動の解析例（ 3 ） 入側張力を大きくした場合
（a）ロールバイト出側の板厚分布　（b）ロールバイト入側の張力分布　（c）圧延反力の幅方向分布　（d）圧延材の蛇行と入射角

Fig. 6  Analytical result ( 3 ) in case that large tension is applied to the strip at the entry side of roll bite. 
(a) Thickness of rolled material at the delivery side of roll bite. (b) Tension distribution along the width direction at the entrance of roll bite.

(c) Roll separating force distribution along the width direction.
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領域を拡大させることなく，左右の張力差および荷重差
を大きくすることができる。そのため，板厚差が解消さ
れて入射角が 0 度になり，蛇行を停留させることができ
る（図 6 ）。

2 ．試験圧延による蛇行実験方法と実験結果お
よび考察

　蛇行の解析方法の妥当性を確認するため，試験用圧延
機を用いて実験を行った。試験用圧延機の概略と試験条
件を表 2 に示す。圧延機の入側上方に設置したカメラに
より板を撮影し，得られた画像上で板端の位置を読取る
ことにより板の蛇行量を算出した。 
　レベル差を変化させたときの蛇行の挙動の実験結果お
よび解析結果を図 7 に示す。試験用圧延機では，設定し
たレベル差が小さい条件（100μm以下）で蛇行は停留

した。しかし，あるしきい値（100μm～150μmの間）
を超えると蛇行速度（一定長さ圧延したときの蛇行の増
加量）は急激に大きくなり，発散する。蛇行の解析にお
いても，レベル差が50μmのとき蛇行は停留し，レベル
差が150μm以上のときは発散した。しかし，レベル差
がその間の100μmのとき，蛇行速度は徐々に遅くなる
ものの蛇行量は増加し続ける。
　入側張力を変化させたときの蛇行の挙動の実験結果と
解析結果を図 8 に示す。試験圧延機による実験（図 8

（a））では，レベル差を変えたときと同様に，張力が高
いときに蛇行は停留する。しかし，張力を徐々に下げて
いくと停留後の蛇行量は徐々に大きくなり，張力がある
閾値（28 MPa）を下回ると急激に蛇行が大きくなり蛇
行は発散する。いっぽう，解析においては，張力が高い
場合に蛇行は停留し，張力が低くなると蛇行量は大きく
なり徐々に蛇行は発散する。しかし，実験結果ほど明瞭
な発散と停留の切り替わりは見られなかった。
　以上の実験結果および解析結果からタンデム圧延機入
側の蛇行挙動について考察する。まず，わずかなレベル
差，ウェッジ，ミル剛性差などの初期不整により，板が
蛇行を開始する（図 9（a））。このような蛇行を誘発する
初期不整が小さい場合，板がわずかに左右に蛇行するこ
とにより発生する入側張力分布が左右の板厚差を解消し
て蛇行が停留する（図 9（b））。通常は，このような状
態で圧延が行われていると考えられる。
　いっぽう初期不整が大きい場合，板の面内曲がりによ
り発生する長手方向の圧縮応力が座屈の限界を超えて，
左右の張力差は増大しなくなる。この結果，左右の圧延
荷重差も大きくならないため左右の板厚差が解消され

表 2  試験用圧延機の概略と試験条件
Table 2  Schematic diagram of experimental rolling mill and 

experimental conditions

図 8  入側張力と蛇行の関係の実験結果（a）および解析結果（b）
Fig. 8  Relation between entry tension σE and strip off-center, (a) experimental result and (b) analytical result

図 7  レベル差と蛇行量の関係の実験結果（a）と解析結果（b）
Fig. 7  Relation between roll gap leveling ΔS and strip off-center, (a) experimental result and (b) analytical result
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ず，蛇行が進展を続ける（蛇行の発散）（図 9（c））。入
側張力を高くすると，左右の張力差を大きくしても圧縮
応力が形成される領域が狭い範囲に限られるため座屈が
起きない。したがって，左右の板厚差が解消されて蛇行
が停留するまで，張力差と荷重差が修正され続ける（図
9（d））。 
　また，実験と解析では蛇行の進展時間が異なっている

（図 7 ，8 ）が，これは次の理由によると考えられる。圧
延条件に初期不整が生じた後，先進率と後進率に左右差
が生じ，入側材料がロールバイト内に進入する長さに左
右差が生じる。実験ではこの左右の入側長さの差が圧延
の進行とともに累積されていくが，解析ではこの長さの
差の累積を考慮できていない。そのため，実験の方が入
側圧縮応力による面外変形が早期に生じて蛇行が進展す
る。また，最終的な張力分布も実験の方が早期に形成さ
れるので，停留に至るまでの時間も，解析より短い。
　蛇行が上記のメカニズムに従うとすれば，以下の事項
が起こると推測される。

（ 1 ）入側板厚が厚い場合，許容される圧縮応力は大きく
座屈しにくいため，蛇行は停留しやすい。

（ 2 ）板幅が広い場合，狭幅材に比べてわずかな蛇行でも
大きな左右の張力差が板面内に形成されるため，蛇
行しにくくなる。

（ 3 ）圧延機とブライドルロールなどの入側拘束ロール間
の距離を近接化しても，蛇行したときの左右の張力
差が大きくなり蛇行は停留しやすくなる。

（ 4 ）原板の平たん度が悪く圧延機の入側で板が波打った
状態で圧延機に進入するような状況では，面内に大
きな張力差を形成できず蛇行は発散しやすい。 

　既存のタンデム圧延機は設備レイアウトの変更が困難
である。しかし，上記から，比較的板厚の厚い圧延機入
側で入側張力を増大させることにより，蛇行を発散させ
ず停留できると考えられる。

3 ．実機タンデム圧延機の入側張力増強による
蛇行抑制

3. 1　冷間タンデム圧延機の設備概要
　当社加古川製鉄所における冷間タンデム圧延機の設備
概要を図10に示す。圧延機は全 5 スタンドで，ミル入
側のブライドルロールにて入側張力を付与している。各
スタンドの入出側には鋼板張力を計測するテンションメ
ータロールが配置されており，あらかじめテーブル入力
された設定張力となるよう制御している。
　張力を付与するモーター出力は，各スタンドが
8,000 kWに対し，ミル入側ブライドルロールは360 kW
となっており，ミル入側張力の付与能力がスタンド間張
力と比較して小さい構成であった。
3. 2　実験方法
　入側張力増大による蛇行の抑制効果を確認するため，
実機冷間タンデム圧延機にてミル入側張力と蛇行量の関
係を調査した。
　冷間タンデム圧延機の実機圧延において，圧延条件が
安定した定常状態とした。つぎに，蛇行が発生するよう
に# 1 スタンドにレベル差を150μm付与して，操作開
始から15秒後まで付与したレベル差を維持し，その間の
圧延材の蛇行量を測定した。タンデム圧延機# 1 スタン
ドと圧延機から最も近い通板ロールであるセンタポジシ

図10  加古川製鉄所冷延タンデム圧延機概要
Fig.10  Overview of tandem cold mill in Kakogawa Works

図 9  圧延機における蛇行の停留と発散のメカニズム
Fig. 9  Mechanism of retention and divergence in strip meandering phenomenon at tandem cold mill
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ョンコントロール装置との中間位置にCCDカメラを固
定し，板を撮像し画像処置装置で板エッジ位置を抽出す
ることで蛇行量を実測した。センタポジションコントロ
ール装置において板のセンタリングを行うため，中間位
置にて測定する板蛇行量は，# 1 スタンド直下の板蛇行
量のおよそ半分の値になっていると考えられる。
　実験条件を表 3 に示す。供試材は980 MPa級ハイテン
で# 1 スタンドの入側板厚2.3 mm，板幅1,250 mmで，
圧延荷重は1,500 t，ミル入側張力を，基準条件と基準条
件の0.7倍の 2 水準とした。
3. 3　実験結果
　各条件でレベル差150μm付与後，操作開始から15秒
後まで通板状態を維持した時の板蛇行の実測結果を図
11に示す。
　入側張力が基準条件の場合は，レベル差を付与して15
秒間，蛇行量はほとんど変化しなかった。いっぽう入側
張力が基準条件の0.7倍の場合は，蛇行量が10 mmを超
えた。このように実機のタンデム圧延機においても，高
張力化することで蛇行が抑制される可能性が示唆された。　
3. 4　実機改善結果
　これらのミル入側張力と圧延蛇行量の試験結果を踏ま

え，加古川製鉄所冷延工場のタンデム圧延機入側張力の
増強を実施した。概要を表 4 に示す。# 1 スタンド入側
で張力を付与するためのブライドルロールの電動機出力
を360 kWから1,410 kWに増強した。
　また構築した蛇行モデルによる解析に基づき，操業上
発生しうる初期不整に対しても蛇行を停留させることが
できる条件を求め，圧延明細ごとに圧延機入側の張力条
件を設定した。
　入側張力増強前後の# 1 スタンドの板蛇行に起因する
不良休止率の比較を図12に示す。入側張力増強後， # 1
スタンドにおける蛇行トラブルの処置にかかる時間は増
強前の 1 / 3 に低減されており，安定生産に大いに寄与
できた。

むすび＝ミル入側の張力分布を考慮して冷間タンデム圧
延機入側の蛇行現象を解析するモデルを構築し，ラボ圧
延にて解析の妥当性を確認した。
　解析結果から，入側張力を増強することにより圧延中
の板の蛇行を停留できることを明らかにし，実機冷間圧
延機において蛇行の停留現象を確認した。
　これらの知見に基づき，加古川製鉄所冷間タンデム圧
延機の入側ブライドルロールに電動機を増強するととも
にミル入側張力を適正化した。その結果，同圧延機にお
ける蛇行トラブルを低減することができた。
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表 3  実機における蛇行実験の条件
Table 3  Conditions of strip meandering experiment with actual mill

図11  実機における蛇行実験の結果
Fig.11  Result of strip meandering experiment with actual mill

　((a)standard tension (b)standard tension ×0.7)

表 4  入側ブライドルロール張力増強概要
Table 4  Reinforcement of tension bridle at entry side of tandem cold mill in Kakogawa Works

図12 ミル入側張力増強による不良休止率の変化
Fig.12 Change of failure stopping time by meandering trouble before 

and after reinforcement of tension bridle
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まえがき＝当社は鋼材事業の収益力を強化する目的で，
2017年10月に神戸製鉄所の上工程設備を休止し，加古川
製鉄所に集約した。このため，加古川の 2 基の高炉から
両製鉄所へ半製品を供給する必要が生じ，加古川の高炉
操業の安定生産と操業コストの改善が求められている。
　そこで当社は，加古川 2 高炉において，炉頂圧発電機

（Top pressure Recovery Turbine，以下TRTという）
の省エネに取り組み，実操業への影響を小さく抑えつ
つ， 2 高炉TRTの発電量を向上させる圧力制御ロジッ
クを新たに開発した。圧力制御ロジックの有効性の検証
には，操業上の制約から実地試験ができないため，シミ
ュレーションにより確認した。シミュレーションに使用
する高炉操業の制御モデルは，パラメータと外乱とを同
時推定する手法を用いて構築した。

　本稿では，パラメータと外乱とを同時推定する手法が
プラント制御で使用する限定的な操業データから高精度
なシミュレータを構築できる有効な手法であることを示
すとともに，制御ロジックの適用においては，シミュレ
ーションと実地試験を組み合わせることで最小限の試運
転で実機に導入した事例を紹介する。

1 ．対象設備と課題

　本開発において対象としているTRTは，製銑工程で
発生する高炉ガスの圧力エネルギーを電気エネルギーと
して回収する発電設備である。図 1 にTRTの設備構成
を示す。高炉ガスは多量の粉塵（ふんじん）やミストを
含んでおり，乾式集塵機（Dust Catcher，以下DCとい
う）と湿式集塵機（Ring Slit Washer，以下RSWという）

高炉炉頂圧発電機（TRT）の前圧制御におけるフィード
フォワード補償の適用
Introducing Feedforward Compensation in Top Pressure Recovery Turbine 
(TRT) Inlet-pressure Control of Blast Furnace

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（技術資料）

Turbine inlet-pressure control of the TRT (Top pressure Recovery Turbine) has been improved 
to increase the amount of electricity generated. Conventionally, the inlet-pressure was set lower, 
due to the restriction of the blast furnace top-pressure rise during turbine trip. New feedforward 
compensation was added to the TRT inlet-pressure control system and has successfully suppressed 
the rise of the top pressure. This has been achieved by devising a new feedforward compensation 
method and simulating the model of the control system. The model was obtained through simultaneous 
estimation of parameters and disturbance. The feedforward compensation was introduced to the actual 
TRT control system with a minimum number of on-site tests. This method has been proved to be 
effective in building a simulation model using limited observed values.

早田大希＊1

Daiki	HAYATA
坂口健斗＊1

Kento	SAKAGUCHI
村上　晃＊2（博士（工学））

Dr.	Akira	MURAKAMI

＊ 1  鉄鋼事業部門　加古川製鉄所　制御部　＊ 2  技術開発本部　生産システム研究所

図 1  高炉TRTの設備構成
Fig. 1  TRT configuration of blast furnace
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により除塵する。RSWは入側と出側との圧力差により
除塵能力が決まる。このため，入力である高炉頂部の炉
内圧力（以下，炉頂圧という）と出力であるタービン前
圧の差圧が一定となるように制御される。なお，炉頂圧
はRSWにより制御し，RSWの出側であるタービン前圧
はTRTの翼弁により制御される。また，TRT停止時の
タービン前圧はTRTの翼弁と同じ機能をもつバイパス
弁で制御する。バイパス弁は，タービントリップ時に高
炉ガスをバイパス経路に流入させてタービン前圧を一定
に維持する機能ももつ。タービントリップとは，タービ
ンを瞬時に停止させるための保安インタロックの保護動
作のことである。タービンの過振動や発電機の電圧異常
が発生した場合に起きる。
　タービントリップでは遮断弁を緊急閉動作させる。こ
のため，バイパス弁によるタービン前圧制御が適正でな
い場合，高炉ガスの流入先がなくなって炉頂圧が上昇
し，設備に悪影響を与える。この対策としては安全弁（ブ
リーダ弁）を開いて高炉ガスを大気放出するが，それと
同時に大きな騒音と粉塵も放出することになる。定常操
業では，タービントリップを起こす炉頂圧の上昇を考慮
してタービン前圧を低く設定するため，発電量の低下を
招いていた。
　発電量を増やすべく炉頂圧制御を改善するためには，
さまざまな操業条件下で実地試験する必要がある。しか
し，これまでは操業上の制約から状態造りが難しく実現
できていなかった。
　今回の取り組みは，タービントリップ時のバイパス弁
による圧力制御に着眼し，シミュレーションと最小限の
実機検証によって新制御ロジックを実現したものであ
る。次章でその概要を紹介する。

2 ．タービン前圧の新制御ロジック

2. 1　タービントリップ時の炉頂圧の変動
　本稿で示す圧力とは，ブリーダ弁の動作設定圧 1 に対
する比率とする。各圧力設定値を表 1 に示す。現状で
は，炉頂圧とタービン前圧との差圧は0.122で設定して
いる。これは，RSWの要求差圧（0.087）より大きく，
タービン前圧の改善余地（0.035）がある。図 2 に示し
たタービントリップ時の炉頂圧変動の実績をみると，炉
頂圧が0.024上昇する。ここで，ブリーダ弁の動作設定
圧と炉頂圧との差圧0.071は，タービントリップ時の炉
頂圧上昇の0.024，原料装入時圧力変動の0.018，および
余裕度の0.029の和を偏差として設けている。
　本取り組みの目標管理値を以下のとおり定める。
　・定常時タービン前圧を0.807から0.842に上げる。
　・タービントリップ時に発生する炉頂圧上昇を0.024

以下とする。
　ここで発電量とタービン前圧は比例する。
2. 2　タービン前圧の新制御ロジックの開発
　現状では，タービントリップ時のバイパス弁の圧力制
御として，バイパス弁 1 および 2 はフィードバック制御

（以下，FB制御という），バイパス弁 3 はフィードフォ
ワード制御（以下，FF制御という）を採用している。

バイパス弁 2 は待機予備としている。
　タービン前圧の上昇はバイパス弁 1 の開放動作の遅れ
が要因である（図 3 ）。タービン前圧制御の課題は， バ
イパス弁による高炉ガスの開放量とタービン側への流入
量との合計値を常に一定にすることである。そこで，タ
ービントリップ時のバイパス弁 1 の応答を早くするため
にFF制御の機能を加えることにした。
　バイパス弁に与えるFF補償量を計算する制御ロジッ
クを考える。高炉ガス流量は，翼弁とバイパス弁の開度
から調節弁の流量係数（以下，Cv 値という）を求めて
式（ 1 ）で計算する 1 ）。ここで弁の開度とCv 値の関係を
図 4 に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（ 1 ）

ここにQ：流量，G：比重，T：温度，Cv：流量係数，a：
定数，P1：入側圧力，P2：出側圧力である。

Q=Cv×a× P12－P22 G（273＋T）/

図 3  タービントリップ時のバイパス弁動作
Fig. 3  Action of bypass valves in turbine trip

図 2  タービントリップ時の圧力変化
Fig. 2  Pressure change in turbine trip

表 1  圧力設定値の改善
Table 1  Improvement of pressure setting value
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　今回開発した新制御ロジックを図 5 に示す 2 ）。タービ
ントリップ後に高炉ガス流量をバイパス弁 1 で全量吸収
できる場合（Case1）と全量吸収できない場合（Case2）

がある。制御ロジックではCase2のバイパス弁 1 と 3 に
振り分ける機能を考える。まず，タービントリップ前の
総流量Qbを翼弁とバイパス弁の開度から計算する。つ
ぎに，タービントリップ後の総流量Qbをバイパス弁 1
に割り振る。バイパス弁 1 の最大流量からの超過分をバ
イパス弁 3 に振り分ける。最後に各バイパス弁に振り分
けた流量QTから弁開度を計算しFF補償量とした。

3 ．新制御ロジック適用のシミュレーション検証

　新制御ロジックの適用には，高炉の生産量を変化させ
てさまざまな操業条件での検証を必要とする。しかしな
がら，減産や状態作りの長期化などの制約があることか
ら，本検証ではシミュレーションと実地試験を組み合わ
せた検証方法を採用した。
　今回，シミュレーション検証には高炉ガス流量を推定
する制御モデルを構築している。制御モデルの構築に
は，パラメータと外乱を同時推定する手法を用い，実測
値に基づく最適化計算を行っている 3 ）。
3. 1　高炉ガス流量のモデル化
　高炉からTRTおよびバイパス弁までの高炉ガス流量
を推定する制御モデルを構築する。図 6 に示す制御モデ
ルは，高炉ガスの状態方程式，PIDコントローラの式，
RSW・TRT・バイパス弁特性を表す式で構成する。こ
こでは高炉ガス流量の変動を外乱として扱っている。
PIDコントローラの伝達関数K（S）を式（ 2 ）に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 2 ）

ここにKp：比例ゲイン，TI：積分ゲイン，TD：微分ゲイ
ンであり，それぞれの添え字はRSW，TRT，バイバス
弁を示す。

KRSW（S）=KpRSW 1＋ ＋TDRSW STIRSW S
1

KTRT（S）=KpTRT 1＋ ＋TDTRT STITRT S
1

KBypass（S）=KpBypass1 1＋ ＋TDBypass STIBypass S
1

図 4  バルブ開度とCv 値の関係
Fig. 4  Relationship between valve opening and Cv value

図 5  タービントリップ時の制御ロジック
Fig. 5  Control logic in turbine trip

図 6  炉頂圧及びTRT前圧の制御モデル
Fig. 6  Control model of top and inlet pressure
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　図 6 の制御モデル内のパラメータ（以下，補正係数と
いう）と外乱を同時に推定することを考える。制御モデ
ル の 補 正 係 数 は，RSWのPIDコ ン ト ロ ー ラ のKCR ，
RSWの計算流量のKR ，TRTの計算流量のKT, バイパス
弁のPIDコントローラのKCB ，バイパス弁の計算流量KB

で構成する。ここで，補正係数は制御モデル内の理論式
による計算値と実測値を一致させるための係数である。
外乱は高炉ガス流量の変動であり，図 6 に高炉ガス流量
の黒丸で模式的に示している。この変数値と制御モデル
の補正係数を同時に最適化する。実測値が得られている
のは，RSW，TRT，およびバイパス弁のそれぞれの
PIDコントローラのSV値（圧力設定値）・MV値（弁の
操作量）・PV値（圧力実測値）である。 つぎに最適化
の評価関数を式（ 3 ）に示す。評価関数JはPIDコント
ローラの実測値（測定値と操作量）とシミュレーション
による計算値の差⊿Piの 2 乗和とし，評価関数Jが最小
値となる制御モデルの補正係数と外乱を計算する。
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 3 ）

 
　ここで，Lは 1 秒周期のサンプル数でありL=101点と

J= 4.0
LΣL

i＝1 （⊿PVTOP pressure i）2

＋ 4.0
LΣL

i＝1 （⊿PVInlet pressure i）2

＋ 4.0
LΣL

i＝1 （⊿MVRSW i）2

＋ 4.0
LΣL

i＝1 （⊿MVTRT i）2

＋ 4.0
LΣL

i＝1 （⊿MVBypass valve i）2

＋ 1×104
LΣL

i＝1 （Filtered BF gas flow disturbance i）2

⊿PVi=PVact i－PVsim i

⊿MVi=MVact i－MVsim i

する。またPVact i：圧力実測値，PVsim i：圧力計算値，
MVact i：弁操作実測値，MVsim i：弁操作計算値であり，添
え字Top，Inlet，RSW，TRT，Bypassはそれぞれ炉頂，
タービン前，RSW，TRT，バイバス弁を示す。
3. 2　補正係数と外乱の計算
　補正係数と外乱を同時に最適化し，これらの値を用い
てシミュレーションした結果を図 7 に示す。実線が実測
値，破線がシミュレーションによる計算値である。高炉
ガス流量の外乱の時系列値は，図 7（d）のように推定
されている。変動の原因は，主に原料装入時の流量変動
と考えている。図 7（a）（b）（c）（e）（f）に示すように，炉
頂圧PV値，タービン前圧PV値，バイパス弁MV値，
RSW MV値，TRT MV値がシミュレーションによりほ
ぼ再現できたことが分かる。図 7（g）のバイパス弁の
FF補償量はシミュレーションでも実測値を用いている。
最適化計算により得られた補正係数を式（ 4 ）に示す。
　　KCR=0.99
　　KCB=0.86
　　KR=0.86　　 ………………………………………（ 4 ）
　　KT=0.81
　　KB=0.65
　ここで最適化により得られた補正係数は，FF補償量
に用いるTRTおよびバイパス弁のCv 値に反映する。す
なわち，図 4 で示すCv 値からTRTではKT を乗算し，バ
イパス弁ではKB を乗算して新Cv 値として用いる。これ
により高精度なFF補償が得られる。なお，前述した例
の最適化で得られた補正係数の場合，同じ操業条件では
高精度に制御できるが，操業条件が異なると誤差が生じ
ることがある。このため， 2 / 4 負荷遮断，過振動トリ
ップなどでも同様の最適化を行い，補正係数の平均値で

図 7  実測値とシミュレーション値の比較
Fig. 7  Comparison of measured and simulated values
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あるKT=0.84，KB=0.73を実機に採用している。
　以上により，制御モデルの補正係数と外乱とを同時に
推定することができた。任意の波形の外乱を考慮して推
定することにより，外乱が制御モデルの補正係数の推定
に悪影響を及ぼすことを防止し，高精度な制御モデルの
補正係数を得ることができるようになっている。
3. 3　新制御ロジックでのシミュレーション
　 2 章で述べた新制御ロジックを制御モデルに組み込ん
でシミュレーションを行った。結果の一例を図 8 に示
す。タービン前圧を0.842に変更してシミュレーション
すると，炉頂圧は0.014上昇する結果が得られた。これ
によりシミュレーションで目標値0.024以下に収まるこ
とを示し，新制御ロジックの効果を定量的に証明できた。

4 ．新制御ロジックによる実地試験

　新制御ロジックを適用し，タービン前圧を0.842に上
げて実地試験した。このときのバイパス弁の動作および
圧力変動の結果をそれぞれ図 9 ，図10に示す。炉頂圧
は0.015上昇して目標値は0.024以下となり，タービン前
圧を0.842に設定しても問題ないことを確認した。発電
量は計算上1.043倍の改善となる。
　つぎに，図11にてシミュレーション結果を検証する。
炉頂圧の上昇幅では，計算値0.014に対して実測値0.015
となり良好な結果が得られた。いっぽう，炉頂圧のピー
クへの到達に 3 秒の差があるのは，FB制御の動作タイ

ミングや制御装置の通信時間の影響と考えられる。
　以上の検証から，炉頂圧の上昇幅に差異はなく，シミ
ュレーションによる推定に問題ないことが分かった。

むすび＝加古川 2 高炉TRTのタービントリップ時の新
制御ロジックの適用において，シミュレーションを組み
合わせることによって高炉の生産量を減産することな
く，かつ短期間の試験により実機化することができた。
これは，高炉ガス流量の制御モデルの構築によって圧力
の上昇幅を推定し，実地試験で高炉の生産に影響しない
こと，いわゆる炉頂圧が上限まで到達しないことを定量
的に証明できたことで実現した。とくに，補正係数と外
乱を同時推定する手法は，プラント制御で得られる限定
的な実測値であっても，高精度な制御モデルの構築が可
能であることを証明した。
　今後，操業時のデータが少ない場合や非定常な操業条
件の場合でもこの手法によって制御モデルの構築が可能
となり，制御ロジックの収益改善につながる制御ロジッ
クの改造や補正係数の最適化に役立つと考えている。
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図 8  タービントリップ時の圧力変化（シミュレーション結果）
Fig. 8  Pressure change in turbine trip （simulation results）

図 9  タービントリップ時のバイパス弁位置（実地試験）
Fig. 9  Position of bypass valves in turbine trip （field test）

図10  タービントリップ時の圧力変化（実地試験）
Fig.10  Pressure change in turbine trip （field test）

図11  炉頂圧変動の実測値とシミュレーション値の比較
Fig.11 Comparison of measured value and simulated value of 

pressure fluctuation at furnace top
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まえがき＝鉄鋼圧延製品の製造における充当とは，ビレ
ットをはじめとする未圧延の在庫（以下，半製品在庫と
いう）と受注案件（以下，オーダという）とを紐（ひも）
づける業務である（図 1 ）。充当では，オーダで指定さ
れた仕様（成分，品質，機械特性など）に基づいて半製
品在庫を受注量分引当てて圧延，加工し，検査を経て製
品として出荷する。
　本稿では，鉄鋼圧延製品のなかでも条鋼分野を対象と
した充当における最適化技術について述べる。
　当社鉄鋼事業部門では，加古川，神戸の両製鉄所の上
工程を2017年10月に加古川製鉄所に集約した。この集約
に合わせて充当方法も見直した。すなわち，これまでの
オーダ受注後の溶製を中心とする形態から，一定量保持
した半製品在庫量のなかからオーダに引当て，さらに将
来のオーダを見越して先行溶製するという在庫補填型に
移行した。
　製品構成が多品種にわたるなか，総量が限定された在

庫をどのように構成すべきかは，生産計画および管理上
重要な問題である。
　通常，オーダ情報の工場への投入は一定期間ごとにま
とめて行われる。半製品在庫は，同一成分の鋼種であっ
ても鋳造のタイミングや品質によって「ロット」に分け
て管理されている。一つのロットは数本～数十本のビレ
ットから構成される。一つのオーダに複数のロットを充
当可能であり，逆に，一つのロットを複数のオーダに充
当可能である。
　このように，オーダとロットは多対多の関係にあり，
多様な組合せが可能である。また，オーダに対するロッ
トの組合せ条件に制約がある場合もあり，制約を満足す
るような適切な組合せと充当量を決定する必要がある。
その際には将来の充当を見越した在庫構成も考慮する必
要がある。
　オーダには，充当可能ロットに対する制約が厳しいも
のや，逆に，ロットには充当可能なオーダの少ないもの

オーダへの半製品在庫の最適充当技術の確立
Establishment of Optimization Technology for Assigning Billets to Orders

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（論文）

This paper describes a meta-heuristic method that finds pseudo-optimum combinations of orders and 
billets to be rolled. The problem is formulated as an integer programming problem with constraints. 
Due to the large number of orders and billets, as well as limited computation time, we established a 
method consisting of global and local searches, employing heuristics and random search. The system 
thus developed is currently in daily use, contributing to the efficiency and quality of operation.
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図 1  オーダへのビレット充当の概要
Fig. 1  Outline of assigning billets to orders
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がある。一般的には，充当しにくいオーダとロットの組
合せ（充当可能なロットが少ないオーダと充当可能なオ
ーダが少ないロット）を優先的に充当することで，さき
ざきでの充当自由度を高く維持できる。充当可能なロッ
トが不足する場合，緊急溶製が必要になって納期面での
リスクが増大する。このため，在庫の充当自由度が高く
維持できるような組合せを見出だす必要がある。
　そこで，充当自由度を数値化する「在庫戦力度」を定
義した。そしてその在庫戦力度を指標にしつつ，さらに
さまざまな操業上の優先度や評価指標を組合せて最適な
充当を見出だすための支援技術を開発した。

1 ．支援技術のアプローチ

　充当においては上述のように，どのオーダにどのロッ
トをどれだけ組合せて割り当てるかを決める必要があ
る。また，組合せされるロットのタイミング（チャージ）
の数や同一チャージの充当量下限制約もある。在庫不足
の場合は一部が先送りされ，さきざきの溶製材で充当さ
れる。その際，チャージ構成数や同一チャージロット制
約は，今回および先送り分を合わせて満足させる必要が
あり，それを踏まえて先送り量を決定する必要がある。
さらには，同一ロットであったとしても在庫が複数箇所
で保管されている鋼片を充当する場合，それらを船やト
ラックで輸送する必要があり，物流負荷やリードタイム
による制約，優先度がある。
　先に述べた在庫戦力度は本技術の重要な指標である。
いっぽうで，できるだけ多くのオーダへの充当を完了さ
せ，先送りを最小化する「充当完了率（＝充当完了オー
ダ件数／充当対象オーダ件数）」も重要な指標である。
ロットは 1 本単位で充当されるため，解を整数とする制
約付き組合せ最適化問題，すなわち整数計画問題として
定式化できる。このときの実用上の課題は，計算時間の
制約のもとで最適解に近い解を見出だすことである。現
状，毎日早朝に一括して解を求めるほか，生産の進捗に
伴って組合せ制約や条件が変化することもあり，再計算
が必要となる場合もある。一般的に分枝限定法，切除平
面法などさまざまな計算の工夫について研究がなされて
いる 1 ）～ 3 ）。さらに，短時間で高精度の近似解を求める
メタヒューリスティックな手法 4 ）, 5 ）も多く提案されて
いる。
　本技術開発にあたっては，これらの報告を踏まえてつ
ぎのようなアプローチを採用した。オーダと在庫を品種
や納期単位に問題をグループ分割した。問題のグループ
分割は，品種に加えて圧延予定日までの余裕，あるいは
納期確定の有無に基づいて行った。最も大きい問題で数
百ロットと数百件のオーダの組合せとなった。探索方法
としては，メタヒューリスティック手法の一つである局
所探索を用いることとした。局所探索では，初期解から
始めて解を少しずつ変え，より良い解（最善解）に更新
していく。その際，探索の初期解により解の品質や計算
時間が大きく異なるため，できるだけ良い初期解から探
索を開始するのが好ましい。そのために本技術開発では

「広域探索」と組合せた。また，実用的な観点から計算

時間の上限を設定した。
　計算時間の上限を超えて局所探索過程が途中で打ち切
られた場合，改善途上の中途半端な解である可能性もあ
る。そうした場合に対応するため，探索で得られた解を
ヒューリスティックルールによって改善する処理も組合
せた。この処理を実現するためのシステム構成とワーク
フローを図 2 に示す。充当組合せ候補の作成は，鋼種の
成分系（以下，鋼種Grという）ごとにホストコンピュ
ータで行う。それらの候補のなかから組合せの選択と充
当量の算出を行った後，オペレータによる確認修正や再
計算，ホストコンピュータへの充当反映が指示できる。

2 ．最適化方法

2. 1　問題の定式化
　本節では，充当の整数計画問題への定式化について述
べる。1 章で述べたとおり解の指標は，半製品在庫の戦
力度と，できるだけ多くのオーダへの充当を完了させる

（要求される重量以上の充当を行う）充当完了率の二種
類がある。この二つの指標は必ずしも相反するものでは
ないが，求解過程ではどちらを重視するかの指針が必要
となる。ここでは，広域探索でできるだけ多くのオーダ
の充当を完了すべく，充当完了率が大きくなるほど良い
解とした。局所探索では，半製品在庫戦力度を維持すべ
く，各オーダと半製品在庫の充当本数の重み付き線形和
が大きいほど良い解とする（＜式 1 ＞の（ 1 - 1 ））。重
みは，該当半製品在庫の優先順位および該当オーダの優
先順位が高いほど大きくなる値とした。これは半製品在
庫の充当自由度を表現することを意図しており，充当自
由度が少ない組合せ（充当可能なロットが少ないオーダ，
あるいは充当可能なオーダが少ないロットの組合せ）ほ
ど，重みが大きくなるようにしている。
　＜式 1 ＞
　　評価関数=ΣWij ＊Xij →maximum ………… （ 1 - 1 ）
　　Wij＝P/（Oi ＊Lj） …………………………… （ 1 - 2 ）
ここで，Oi：オーダ iの優先順位（ 1 ～オーダ数），Lj：
ロット jの優先順位（ 1 ～ロット数），P：定数，Xij＝オ
ーダ iとロット jの組合せの充当本数である。
　解Xij は以下の制約条件を全て満たす必要がある。
　　・Σi Xij ≦Yj ………………………………… （ 1 - 3 ）
　　　　（Yj：ロット jの余材本数）
　　・Σj Xij×Tj ≦Zi ……………………………… （ 1 - 4 ）

図 2  システム構成とワークフロー
Fig. 2  System configuration and workflow



神戸製鋼技報/Vol. 69 No. 2（Oct. 2019） 75

　　　　（Tj：ロット jの単重，Zi：オーダ iの充当量上限）
　　・Xij：整数
　＜式 1 ＞のなかで，オーダの優先順位はオーダの状況
ごとに以下のように定義する。
　 5 日以内に圧延するオーダ群（オーダGr1）
　　・圧延日までのリードタイム（昇順）
　 6 日先以降に圧延するオーダ群（オーダGr2）
　　・圧延日までのリードタイム（昇順）
　圧延日未定（受注直後のオーダ）（オーダGr3）
　　・充当可能なロットの量（昇順）
　同様に，＜式 1 ＞のなかで，ロットの優先順位は以下
のように定義する。
　・ロット戦力度（昇順）
ここで，ロットの在庫戦力度は，「ロットと同一鋼種Gr
のオーダ受注量合計に占める，充当可能なオーダ受注
量」で定義する。ロットの在庫戦力度が「小さい」とは，
本来充当対象となるオーダに対して（表面や内部の品質
などにより）充当できるオーダが「少ない」，すなわち
充当自由度が「小さい」ことを意味する。
2. 2　解探索の全体フロー
　前節で定式化した充当問題について，鋼種Grごとに，
かつオーダGrごとに，オーダGr1，2 ，3 の順に解の探
索を行う。所定の制限時間のなかで最善解を求めるフロ
ーを図 3 に示す。最初に，広域探索にて充当完了率が最
大となる最善解を求め，局所探索の初期解とする。局所
探索では，初期解におけるオーダおよびロットの充当本
数をランダムに少しずつ変える。より良い解，すなわち
前節で示した評価関数が改善する解が得られれば，これ
を現在の最善解と入れ替える。これらの操作を繰返すこ
とにより，広域探索で充当完了率を最大化したものの，
局所探索で戦力度改善を図るなかで充当完了率が低下す
る場合もある。制約条件を満足するためには，オーダ間
の競合を解消する目的で優先度の低い在庫をあえて使う
ことが有利な場合もある。しかしその反面，充当量が多
い方が評価関数値が大きくなるため，必ずしも充当完了
率と利益相反するものではない。今回は，広域探索で求
めた充当完了率を下限として，さらに戦力度評価値を改
善する解を「より良い解」とした。
　広域探索と局所探索の繰返しを 1 バッチとし，終了条
件が成立するまでバッチを繰返す。探索の終了条件は解
の評価とはしなかった。すなわち計算時間の制約を考慮
し，探索の繰返し回数の上限，もしくは最善解の入れ替
えが連続して行われない回数の上限とした。その上で，
局所探索で得られた解に対して，例えばあるオーダに対
してより優先度の高い在庫が余っていれば，優先度の低
い在庫と入れ替えるといった必ず評価関数値が向上する

「自明な」改善処理を適用している。
2. 3　広域探索
　広域探索では局所探索の初期解を求める。広域探索
は，オーダやロットの順番を並べ替えた上で，受注量や
制約を考慮してオーダに順次ロットを充当していく「順
次充当」処理を繰返す。オーダあるいはロットの並べ替
えにより多様な解の探索を行う。

　探索の最初で繰返し回数を決定する。バッチ単位での
繰返し回数が少ない段階で大きく，またオーダ件数が多
いほど大きく設定する。
　広域探索のフローを図 4 に示す。基本的な考え方は，
オーダやロットの優先度の高い順に順次充当する。しか
しながら，あるオーダにあえて優先度の低いロットを充
当した方が全体的な充当量や充当完了率が向上し，結果
としての評価値が上がる場合もある。網羅的な探索は非
現実的であるため，オーダやロットの優先度を，本来の
優先度のみでなく確率的に変更することによって多様な
組合せを探索する。そのような確率的な変動の与え方は
問題の特性に応じた工夫が必要である。そのため，ケー
ススタディを通じ，つぎのような考え方に従うこととし
た。
　オーダの優先順位は，前旬までに受注したオーダにつ
いては圧延日が近いものを優先する必要がある。このた
め，
　優先順項目 1 ：圧延日（昇順）
　優先順項目 2 ：充当可能なロット重量合計（昇順）
とした。また，今旬に受注したオーダについては，要求
品質が高く充当が困難なオーダに対し，充当できるロッ

図 4  広域探索処理フロー
Fig. 4  Processing flowchart for wide area search

図 3  解探索の全体処理フロー
Fig. 3  Entire processing flowchart for searching solutions
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トを確実に充当するため，
　優先順項目 1 ：充当可能なロット重量合計（昇順）
　優先順項目 2 ：圧延日（昇順）
　優先順項目 3 ：未充当量（降順）
とした。いっぽうで在庫は，同一溶製タイミング（同一
チャージ）の在庫が複数のロットに分割されるため，チ
ャージ単位，およびロット単位の二種類の優先度がある。
制約付きオーダを対象とする場合は，まずチャージ単位
に優先順位を決定し，さらに各チャージに含まれるロッ
トの優先順を決定する。
　チャージの優先順位は，下記四種類の決定方法を用い
る。
　T1：余材本数（昇順）
　T2：他チャージとの競合オーダ数（昇順）
　T3：充当可能なオーダの要望量計（昇順）
　T4：ランダム
またロットの優先順位は，充当しやすいものは残してお
くため，
　優先順項目 1 ：充当可能なオーダ要望量合計（昇順）
　優先順項目 2 ：滞留日数（降順）
　優先順項目 3 ：余材本数（昇順）
とする。
　広域探索では，充当にあたっては最初に制約付きオー
ダを対象とする。制約付きオーダとは，溶製品質のばら
つきを抑えるべく，充当するチャージ数の上限や一つの
チャージから充当されるロットの量の下限値が指定され

たオーダである。
　図 5 に示した例を用いて充当方法を概説すると，オー
ダNo.O1は，t/ch制約（同一チャージのロットの充当量
下限）が10 tであるため，図中の網掛けセルで示した充
当可能な組合せのなかで制約を満足可能なチャージ
No.C3のロットを充当する。オーダNo.O2はチャージ数
が 1 ch以下のため，これを満足可能なチャージNo.C1の
ロットを充当する。同様に優先順位の順に制約を満足す
るよう充当する組合せを決めていく。このような制約付
きオーダに対し，ロットを優先順に充当する（図 6 ）。
得られた充当に対して充当完了率（必要量以上のロット
を充当できたオーダの割合）も考慮して既に求められて
いる最善解よりも善い解であればそれを最善解とする。
このような探索を繰返す。
2. 4　局所探索
　広域探索では，優先順位を変更することによってでき
るだけ多くのオーダが充当完了するように解の探索を行
った。いっぽう局所探索では，広域探索で得られた最善
解を初期値とし，評価関数に基づいて解の改善を行う。
評価関数計算で用いるロットの優先順位は，広域探索で
用いたチャージ単位の優先順位には関係なく，ロット単
位の優先順位を用いる。広域探索では，最初に制約付き
オーダを対象に絞ったためチャージ単位の優先順位を考
えた。しかしながら評価関数では，解の評価を行う目的
から，在庫の最小評価単位であるロット単位の優先順位
に絞る。

図 6  制約なしオーダへの優先順充当の例
Fig. 6  An example of billet assignment to orders without constraints by preference order

図 5  制約付きオーダへの優先順充当の例
Fig. 5  An example of billets assignments to orders with constraints based on order preference
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　局所探索では解をランダムに変化させ，それによって
評価関数が改善されれば解を更新する。1 回の局所探索
処理のフローを図 7 に示す。評価関数の変化量が十分小
さくなるまでこのような局所探索を所定時間内で繰返
す。
　まず繰返し回数を決定する。繰返し回数とは，後に示
す擾乱（じょうらん）処理を適用するオーダの件数M
である。オーダ全件数をN，選択するオーダ件数を定数
Mとすると，確率min（1，M/N）で擾乱を与えるオー
ダを選択する。そして，当該オーダに対してロットの充
当組合せをランダムに選択すると同時に充当本数もラン
ダムに変更する。この処理を擾乱処理と呼ぶ。
　擾乱処理により，ロットの制約（＜式 1 ＞の（ 1 -3））
違反や制約付きオーダの場合にはオーダの制約違反が発
生する。これを解消すべく，ロットを共有するオーダへ
の充当本数を修正し，あわせてオーダに充当されている
別ロットの充当本数を修正する。この処理を擾乱伝播処

理と呼ぶ。擾乱処理により制約違反を生じさせ，これを
解決するために他の充当組合せの充当本数を修正してい
くことにより，初期解近傍でさらなる改善を目指す。図
8 に擾乱伝播のイメージ図を示す。

3 ．評価結果

　実際のオーダ（Gr3）と在庫（鋼種GrA，GrB）に探
索フローを適用した。このときの探索の繰返しによる改
善の様子を図 9 ，図10に示す。それぞれの図において，
上図は評価関数値（＜式 1 ＞の（1-1））の改善の様子を，
また下図は在庫の充当量（t）および充当完了オーダ数
の改善の様子を示す。またいずれのグラフも，評価関数
値，および 1 回目の広域探索で求めた最善解（初期解）
を用いた場合の在庫の充当量や充当完了オーダ数を最善
解で正規化した値の推移を示している。この値が 1 を超
えて大きくなるほど良い解に改善されていることを示
す。適用対象の鋼種Grはオーダ数が数百件と多く，ま
た半製品在庫ロットも多いものとした。

図 8  局所探索における擾乱伝播イメージ
Fig. 8  Image of disturbance propagation in local search

図 7  局所探索処理フロー
Fig. 7  Processing flowchart for local search

図10  解の評価値推移（鋼種GrB,オーダGr3）
Fig.10  Shift of solution (Steel GrB, Order Gr3)

図 9  解の評価値推移（鋼種GrA,オーダGr3）
Fig. 9  Shift of solution (Steel GrA, Order Gr3)
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　いずれの図（上図）でも評価関数値の改善が確認でき
る。改善は全繰返し回数の最初の 3 分の 1 までに実現さ
れており，全体フローの前半で広域探索の回数を多くし
た効果が確認できる。また，各図の下図に示した充当完
了オーダ数の初回値に対する改善，および充当量の同改
善についても，同様に推移している様子が分かる。特に，
いずれの図においても，充当量の改善率に比べて充当完
了オーダ数の改善率が大きくなっている。限られた充当
可能な組合せのなかから，優先度の高い組合せを対象に
充当完了できるオーダに効率的に充当していることが分
かる。
　つぎに，実際の在庫充当率（在庫充当量／オーダ要望
量合計）の改善の様子を図11に示す。本技術を用いた
システムの運用開始前からのおよそ 3 年半にわたる在庫
充当率の推移を示している。在庫充当率は，2015年 8 月
最終旬の在庫充当率（初期値）で正規化した10日ごとに
投入されるオーダ単位の値である。運用開始前に比べて
およそ1.5倍に改善しており，当初ねらった「在庫戦力
度向上による在庫補填型充当」に近づきつつあることが
分かる。
　また，本技術を用いたことにより，担当者による充当
業務に要する時間が一人あたり20時間／月削減できてお
り，業務効率化の効果も現れている。

むすび＝本稿では，条鋼分野の半製品在庫の充当問題を
対象に，数理計画問題への定式化と局所探索を用いた解
法の提案を行った。実業務での適用においては，本解法
による充当案と，人手による修正を経て充当が確定され
る。受注直後のオーダに対しては，充当可能な半製品在
庫が存在するオーダに限定しても，その在庫充当率は，
圧延日が迫っているオーダに比べて低位にとどまる。こ
れは，圧延日が迫っているオーダに優先的に充当するこ
とが原因の一つである。
　今後の課題としては，充当できるオーダの多い半製品
在庫（すなわち高品質の在庫）を溶製すること，さらに
は不足する鋼種の在庫を溶製することなど，需給管理も
含めたトータルな生産管理の考え方が必要になると考え
る。
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図11  在庫充当率の改善（充当された在庫／オーダの要望量）
Fig.11  Transition of ratio (assigned billets/ order requirements) normalized by initial
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まえがき＝近年，自動車軽量を目的とした鋼材の高強度
化需要の高まりから，種々の元素を添加した鋼材の開発
が進められている。またそれらの開発鋼に対しては，機
械的特性と表面外観品質の両立が求められている。鋼材
の熱間製造プロセスにおいて，表面には酸化皮膜（スケ
ール）が生成する。鋼板外観が赤色化することで鋼材の
表面品質を悪化させる赤スケールや，スケールの剥離

（はくり）により外観不良となるルーズスケールといっ
た不良は，圧延および冷却時のスケールの密着性が大き
く影響することが知られている 1 ）～ 4 ）。そのため， 鋼材
品質の確保には，スケールの密着制御が不可欠である。
高精度のスケール密着制御には定量的な密着性評価技術
が必要と考えているが，そのような評価手法についての
報告は少ない。とくに，高温での密着性を評価した例は
極めて少なく，評価技術の構築が求められている。
　いっぽう，スケール密着性には鋼成分や製造条件など
が影響を及ぼすことが知られている。例えば，鋼材にSi
やCrが添加されている場合は，スケール／鋼界面にそ
れらの元素の濃化層が形成されるため密着性が向上す
る 5 ）ことや，仕上圧延温度とコイル巻き取り温度の低
温化はスケールの厚さを低減させて密着性を向上させ
る 6 ）ことが知られている。また，高温環境下でのスケ
ールの密着性については，ブリスター注）の発生状況に
よって考察され，C，Mn，P量の増加によりブリスタ
ーの発生が促進されること 7 ）が報告されている。
　そこで本検討では，高温での試験とスケール剥離挙動
の観察が容易である引張試験に着目した。まずは評価手
法の構築のため，スケールを生成させた試験片を用い，

高温よりもスケール剥離の観察が容易と考えられる常温
での引張試験を行って密着性の定量評価を試みた。ま
た，スケール密着性に影響する成分の一つと考えられる
Mnに着目し，本手法を用いてスケール密着性を定量評
価した。さらに，スケールの組成や構造が密着性に及ぼ
す影響についても検討した。

1 ．スケールの密着性評価方法

　密着力は，基材から薄膜を引き剥（は）がすのに必要
なエネルギーを指標として表すことができる。すなわ
ち，基材と薄膜が界面エネルギーγfsでもって一体化し
た状態から基材（表面エネルギーγs）と薄膜（表面エ
ネルギーγf）の二つの自由表面に等温可逆的に分離す
るために必要な仕事（エネルギー）が密着力を表す指標
であり，密着エネルギーG はDupreの式G＝γs＋γf－
γfsで表される 8 ）。
1. 1　引張試験による密着性評価
　本検討では密着エネルギーによってスケール密着性を
評価することとした。密着エネルギーを直接的に測定す
ることは困難であるが，引張試験ではひずみエネルギー
から密着エネルギーを求めることが可能である。スケー
ルに外力が負荷された場合，スケールに蓄積するひずみ
エネルギーがスケールの密着エネルギーを上回った時に
剥離が発生する。この剥離条件は次の式（ 1 ）で表され
る 9 ）。

　　G≤u・t ………………………………………………（ 1 ）

ここで，G：スケールの単位面積あたりの密着エネルギ
ー（J/m2），u：スケールに蓄積する単位体積あたりのひ
ずみエネルギー（J/m3），t：スケール厚さ（m）である。
　すなわち，剥離が起こった瞬間のuと tを求めること

熱間圧延プロセスにおけるスケール密着性評価技術
Scale Adhesion Evaluation Technology in Hot Rolling Process

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（論文）

The adhesion of scale generated during the hot rolling process greatly affects the quality of steel 
surfaces, causing red scale, loose scale, etc. However, there are few reports on quantitative evaluation 
techniques for the adhesion of scale. Hence, this research has focused on a tensile test for high-
temperature evaluations as a method of quantitatively evaluating scale adhesion and has studied how 
steel composition affects adhesion. As a result, it was determined that the adhesion decreases with 
increasing Mn content. This result is probably attributable to Mn that has dissolved into the scale as 
solid solution, suppressing its transformation into Fe3O4, a compound regarded as a good adherent, thus 
deteriorating the adhesion.

山田遥平＊1

Yohei	YAMADA
中久保昌平＊1

Shohei	NAKAKUBO
武田実佳子＊1（博士（工学））

Dr.	Mikako	TAKEDA
大村浩三朗＊2

Kozaburo	OMURA
福島浩樹＊3

Koki	FUKUSHIMA
高橋憲司＊4

Kenji	TAKAHASHI

＊ 1  技術開発本部　材料研究所　＊ 2  鉄鋼事業部門　薄板部　＊ 3  鉄鋼事業部門　薄板部（現 鉄鋼事業部門　技術開発センター　プロセス技術開発室）　
＊ 4  鉄鋼事業部門　鋼板技術部

脚注） 鋼成分の違いによってスケールが自然に剥離して膨れ上が
る現象。
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で密着エネルギーGを導出することが可能である。引張
試験におけるひずみエネルギーはスケールに作用する応
力σをひずみεで積分することによって求めることがで
きる（式（ 2 ））。

　　u＝∫σdε …………………………………………（ 2 ）

　つぎに，スケールに作用する応力を求める方法につい
て述べる。引張試験時のスケール状態は以下の 3 段階に
分けられることが提唱されている10）。
　Stage1：スケールには残留応力のみ作用している状態
　Stage2：スケールと鋼が共に弾性変形している状態
　Stage3：スケールは弾性変形し，鋼は塑性変形してい

る状態
これら 3 段階の引張応力負荷前，鋼の降伏点，スケール
剥離点におけるスケールに作用する応力とひずみの関係
は以下の式で表される10）。

　　σ1=σres＝Eoxεres/（1－νox） ………………………（ 3 ）

　　σ2=Eox（1－νmνox）（ε2－εres）/（1－ν2 
ox ）+σ1 …（ 4 ） 

　　σ3=Eox（1－νox/ 2 ）（ε3－ε2）/（1－ν2 
ox）+σ2 ……（ 5 ）

ここで，σ：応力（Pa），Eox：スケールのヤング率（Pa），
ε：ひずみ，νox：スケールのポアソン比，νm：鋼のポ
アソン比である。
　本検討では，鋼とスケールに同等のひずみが蓄積され
ると仮定してσ1～σ3およびε1～ε3を導出した。σ1は
スケール中の残留応力σres であり，X線回折（X-ray 
diffraction，以下XRDという）によって測定可能である。
これから式（ 3 ）より残留応力によるスケールのひずみ
εres を求めることができる。σ2は鋼の降伏点でのスケー
ルの応力であり，ε2を鋼の降伏ひずみから換算し，式

（ 4 ）から求めることができる。スケール剥離時の鋼の
ひずみからε3を換算し，式（ 5 ）より剥離時の応力σ3

を導出可能である。式（ 3 ）－式（ 5 ）から推定される
スケールの応力－ひずみ曲線の概念図を図 1 に示す。ス
ケールが生成した後，冷却されることによって鋼とスケ
ールの熱膨張率の差から圧縮応力が発生し，引張試験前
の初期状態はStage1の領域となる。引張試験開始後，
スケールの応力は圧縮から引張へ，ひずみは負から正へ
と推移して最終的に剥離する。本検討では，図中の斜線

で示すひずみが正となった部分の面積を単位体積あたり
のひずみエネルギーとして算出し，これにスケール厚さ
を掛けることによってスケールの密着エネルギーを導出
した。
1. 2　スクラッチ試験による密着性評価
　引張試験によって求めたスケールの密着エネルギーの
妥当性を調査するため，スクラッチ試験によって密着性
を評価した。スクラッチ試験によって求めることができ
る値は剥離時の垂直荷重や摩擦力であり，式（ 6 ）によ
って密着エネルギーを求めた11）。

　　G=（ν（μc Lc/A+σres））2（t/2E） ……………………（ 6 ）

ここで，Lc：剥離荷重（N），μc：剥離時の摩擦係数，ν：
スケールのポアソン比，A：スクラッチ痕の断面積（m2），
σres：スケールの残留応力（Pa），t：スケール厚さ（m），
E：スケールのヤング率（Pa）である。
　また，スクラッチ痕の断面積Aは式（ 7 ）で表され
る11）。

　　A＝R2 sin－1（d/2R）－（d/2）｛R2－（d/2）2｝1/2 ………（ 7 ）

ここで，R：圧子先端の曲率半径（m），d：スクラッチ痕
の幅（m）である。
　スクラッチ痕内で最初に基材が露出した箇所を剥離点
とし，この点での剥離荷重と摩擦係数，光学顕微鏡観察
によって測定したスクラッチ痕の幅を用い，式（ 6 ）お
よび（ 7 ）から密着エネルギーを求めた。

2 ．実験方法

　供試材の代表成分を表 1 に示す。これらの材料から90
×10× 2 mmの短冊状の引張試験片を作製した。表面は
エメリー紙＃600で研磨し，酸化前にアセトンで超音波
洗浄を施した。熱間圧延中に生成するスケールはFeO
であるが，その後の冷却によりFe3O4に変態する。本検
討では，Fe3O4スケールの生成を模擬するため，つぎの
方法・手順によって試験片表面にスケールを生成させた。
　　 1 ）N2－ 1 %O2雰囲気中で，770～850℃で20秒間酸

化した。
　　 2 ）N2中で冷却し， 550℃から400℃までを3,600秒

間で徐冷した。
　試験片を切断して樹脂に埋め込み，断面のSEM観察
からスケールの厚さを測定した。スケール組成および残
留応力はXRDを用いて測定した。

表 1  供試材の成分
Table 1  Chemical composition of samples

図 1  スケールの応力－ひずみ曲線
Fig. 1  Stress-strain curve of  oxide scale for scale-steel system
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2. 1　引張試験方法
　引張試験機はインストロン製5982型万能試験システム
を用い，上記の試験片を対象に室温で引張試験を行っ
た。クロスヘッド速度によって引張速度を0.21 mm/sに
制御した。また，ひずみはひずみゲージによって測定し
た。スケールの剥離挙動の観察はビデオカメラを用いて
行い，最初に剥離が観察された瞬間のひずみを読み取っ
た。図 2 に引張試験前後の試験片の外観を示す。スケー
ル剥離の判断は図中に示すような鋼素地の露出が発生し
た時点とした。
2. 2　スクラッチ試験方法
　スクラッチ試験機はCSM Instruments社製CH-2007
を用いた。スクラッチ圧子の先端形状は対頂角120度，
先端曲率半径0.2 mmの円錐状である。スクラッチ走査
条件は荷重付加速度50 N/mm，走査速度 5 mm/minと
した。スクラッチ痕および剥離箇所は光学顕微鏡で観察
し，スクラッチ開始点から剥離開始点までの距離から剥
離時の垂直荷重を求めた。さらに，剥離時の摩擦力から
摩擦係数を算出した。

3 ．試験結果および考察

3. 1　密着性評価方法の妥当性確認
3. 1. 1　引張試験による密着性評価
　A材は低強度材を想定した純鉄であり， B材は高強度
材を想定した炭素含有鋼である。スケールの残留応力
σres はXRDにより測定し， A材で－244.1 MPa，B材で
－170.5 MPaであった。式（ 3 ）よりStage1でのひずみ
εres はそれぞれ－0.085%，－0.060%と算出した。
　Stage2の鋼の降伏点におけるスケールのひずみε2は

鋼の降伏点のひずみからεres を除くことで求めることが
できる。しかし， A材とB材のいずれも降伏現象が確認
されなかったため，鋼の降伏点のひずみを0.2%と仮定
し，ε2をそれぞれ0.115%，0.140%とした。鋼の降伏点
でのスケールに作用する応力σ2は式（ 4 ）からそれぞ
れ155.9 MPa，229.5 MPaと導出できた。
　スケール剥離時の鋼のひずみから換算したスケールの
ひずみε3はそれぞれ0.235%，1.040%であり，式（ 5 ）
より剥離時のスケールに作用する応力σ3はそれぞれ
380.1 MPa，1910.8 MPaであった。なお，これらの計算
に必要なスケールのヤング率とポアソン比はそれぞれ
Eox＝200 GPa，νox＝νm＝0.3とした。
　これらの値により得られる剥離までのスケールの応力
－ひずみ曲線を図 3 に示す。このグラフから式（ 2 ）よ
りひずみエネルギーを算出し，それぞれのスケール厚さ
4.2μm，3.7μmを掛けることによって密着エネルギー
を導出した。これらの結果を表 2 にまとめた。密着エネ
ルギーはA材で1.70 J/m2，B材で36.2 J/m2となった。い
ずれの鋼も降伏点のひずみを0.2%と仮定したため，鋼
の降伏点まで（Stage2）の挙動は応力， ひずみともほと
んど差異はないが，降伏点から剥離点まで（Stage3）に
おいてB材の方が剥離までのひずみが大きく，密着エネ
ルギーに差が生じた。
3. 1. 2　スクラッチ試験による密着性評価
　スクラッチ試験を行った結果，スクラッチ痕内で基材
の露出が確認された。スケールの剥離起点部を図 4 に示
す。この部分におけるスクラッチ痕幅を測定し，式（ 7 ）
よりスクラッチ痕断面積を求めた。さらに，測定した剥
離荷重と摩擦係数から式（ 6 ）より密着エネルギーを導
出した。計算で用いたヤング率とポアソン比はそれぞれ
E＝200 GPa，ν＝0.3とした。表 3 にスクラッチ試験結果

図 3  試験片A，Bのスケールの応力－ひずみ曲線
Fig. 3  Stress-strain curve of oxide scale for steel-scale system of 

specimen A and B

表 2  試験片A，Bの各段階における応力とひずみ，および密着エネルギー
Table 2  Stress and strain at each stages, and adhesion energy of specimen A and B

図 2  引張試験前後の試験片の外観 （（a）：試験前，（b）試験後）
Fig. 2  Surface appearances of specimens (a) before and (b) after 

tensile test
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を示す。A材に比べB材では剥離荷重が高く，摩擦係数
が小さかった。この結果，密着エネルギーはA材で
2.90 J/m2， B材で31.6 J/m2となった。
3. 1. 3　考察
　A材，B材の密着エネルギーは，引張試験およびスク
ラッチ試験いずれの試験結果でもB材の方が高い結果と
なった。試験片Aおよび試験片Bにおけるスケールの断
面観察写真を図 5 に示す。A材に比べB材ではスケール
界面の凹凸が増えていることや， スケール内のボイドが
多くなっていることが確認された。ボイドは，応力を緩
和することによってひずみエネルギーの蓄積を抑制する
ことが考えられる。また界面の凹凸は，アンカー効果に
よって密着性が高められると考えられる。これらの影響
によりB材のスケールの密着性が高くなったと推察され
る。
　今回，引張試験とスクラッチ試験により得られた密着
エネルギーはよく一致しており，引張試験による密着性
評価はおおむね妥当と考える。
3. 2　スケール密着性に及ぼすMnの影響
3. 2. 1　密着性評価結果
　スケール密着性に及ぼすMnの影響を調査するため，
C～F材を用いて 2 章と同様の引張試験によって密着エ
ネルギーを評価した。表 4 にMn添加量と密着エネルギ
ーを示す。
　Mn添加量が少ないほど密着エネルギーが増加する傾
向が見られ，C材で0.467 J/m2，F材では48.8 J/m2であ
った。また図 6 にC材およびF材のスケールの応力－ひ
ずみ曲線を示す。Mnを多く含むC材ではひずみの導入

が比較的少ない領域で剥離が発生しており，スケールが
脆いことが示唆される。さらに図 7 にC材およびF材の
7 %ひずみ負荷後の外観を示す。同じひずみを加えた場
合でもMn添加量の多いC材で剥離が顕著であることが
認められた。
3. 2. 2　考察
　Mn添加量が多いC材でスケールの剥離が顕著である
ことについて考察する。Mnが添加されている鋼材では，
MnOが生成し，MnOはFeOに全率固溶する。このため，

図 7  引張試験後の試験片C，Fの外観
Fig. 7  Appearances of specimen C and F after tensile test

図 6  試験片C，Fのスケールの応力ひずみ曲線
Fig. 6  Stress-strain curve of oxide scale for steel-scale system of 

specimen C and F

表 4  試験片C～Fの引張試験結果
Table 4  Adhesion energy by tensile test for specimen C-F

表 3  試験片A，Bのスクラッチ試験結果
Table 3  Adhesion energy by scratch test for specimen A and B

図 5  試験片A,  Bのスケール断面写真
Fig. 5  Cross sections of scale of specimen A and B

図 4  試験片A，Bのスクラッチ痕の写真
Fig. 4  Optical micrograph of scratch mark of specimen A and B
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Mn添加量の増加に伴い，スケール（FeO層）への
MnOの固溶が進み，MnO固溶FeO（以下，（Fe，Mn）
Oという）が増加する。スケール密着性は，FeOよりも
Fe3O4の方が高まることが知られており12），今回の結果
からは（Fe，Mn）OがFe3O4変態に何らかの影響を及
ぼしている可能性が示唆された。
　そこで，（Fe，Mn）Oの影響を調査するため，熱間
圧延を模擬した熱処理を行い，SPring-8の放射光を用い
たin-situ XRD（その場測定）によりスケールの相変態
挙動を調査した。大気中で900℃に加熱してFeOおよび

（Fe，Mn）Oを形成した後，XRDによりスケール組成
を測定しながら室温まで冷却した。
　図 8 にFeOおよび（Fe，Mn）Oの冷却時の相変態挙
動を示す。FeOでは450℃以下で密着性が高いFe3O4へ
の相変態が見られたものの，（Fe，Mn）OではFe3O4へ
の相変態は認められなかった。このことから，Mn添加
量の増加はMnOのFeOへの固溶を促進し，密着性が高
いFe3O4への変態を阻害することでスケールの密着性を
低下させると推定できた。

4 ．実操業への適用

　 3 章で進めた検討より，MnOの固溶がスケール密着
エネルギーを低減し，スケール剥離を促進する可能性を
見出した。熱延プロセスのような高温環境下ではスケー
ル生成後もスケール中へのMnの拡散が起こると考えら
れる。Mn添加量が同量であっても，拡散が促進される
状態ではスケールへのMnOの固溶が進み，密着性が低
下することが推測できる。元素の拡散は温度による影響
が大きいため， 温度管理方法の見直しによってスケール
の密着性を改善できると考えられる。
　そこで，一般構造用圧延鋼材を対象に，巻き取り温度

を変えた実機試作を行ってスケール中の（Fe，Mn）O
量とスケール密着性との相関を調査した。その結果，熱
延後の鋼板のコイル巻き取り温度が高いほど（Fe，
Mn）Oの体積分率が高く， 密着性が低下する傾向があ
ることが分かった。すなわち， 一定の温度以上では，低
温で巻き取った方がスケールの密着性が改善することが
分かった。
　いっぽう，巻き取り温度が低すぎる場合は，FeOか
らFe3O4への変態が進まないことが知られており，鋼材
のMn添加量やサイズ（コイル冷却速度）に応じて巻き
取り温度を適正に制御する必要があることが分かった。
　上記の知見に基づき，当社では鋼種成分やサイズに応
じた巻き取り温度の調整を行い，スケール剥離による外
観不良（ルーズスケール）の改善を図った。

むすび＝鋼材の表面品質改善に向けて，引張試験による
スケール密着性の定量的評価手法を検討した。検討にあ
たってはまず，引張応力負荷時のスケールに作用する応
力とひずみの関係から，剥離時の密着エネルギーを導出
した。その値はスクラッチ試験で得られた密着エネルギ
ーとよく一致することが分かった。
　また引張試験を用いた密着性評価から，Mn添加量の
増加に伴って密着性が低下することを見出した。これ
は， スケール中へのMn固溶によるFe3O4への変態の抑
制が原因であると推測された。本知見は，巻き取り温度
制御により， ルーズスケールの改善に活用した。
　今後は， 引張試験によるスケール密着性評価手法を高
温での評価に適用したいと考えている。それによって， 
高圧水によるスケール除去工程であるデスケーリングを
含めた熱間圧延時のスケール除去機構の解明につなげ， 
鋼材品質のさらなる向上に貢献する所存である。
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図 8  冷却中のスケール組成の経時変化
Fig. 8  Temporal changes of scale composition during cooling
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まえがき＝連続溶融Znめっきライン（Continuous 
Galvanizing Line，以下CGLという）は，鋼板の焼鈍を
行った後に溶融Znめっき浴（以下，めっき浴という）
中に鋼板を浸漬させ，表面にZnめっき層を形成させる
設備である（図 1 ）。CGLのめっき浴中には，鋼板とZn
との合金化反応を制御するために意図的にAl成分が添
加されている。また，めっき浴中には鋼板から溶出した
Fe成分も存在している。このため，CGLのめっき浴中
においてはZn-Al-Feの三元系の平衡が成立している。
めっき浴中のAlまたはFeがZn中の溶解度を超えると，
過剰のAl，FeおよびZnが反応し，固形の金属間化合
物として晶出する場合がある。このような固形の不純物
は，操業関係者の間でドロスと呼称されている。ドロス
は液体の溶融Zn中に浮遊する砂粒状の固形粒子であり，
めっき浴周辺の生産設備に付着・成長して機器の不良を
誘発する。また，通板製品に付着した場合には製品の外
観不良を引き起こす恐れがある。そのため，ドロスの発
生挙動を把握し，発生量の抑制や無害化を行うための検
討が行われてきた 1 ），2 ）。CGLにおける通常の操業条件
である723 K近傍のZn-Al-Fe 3 元系状態図は種々報告さ
れており，計算熱力学状態図としても整理されてい
る 3 ）～ 7 ）。また，ドロス自身の結晶構造や形態について
も，詳細な検討が行われている 8 ）。これらの知見によれ
ば，CGLのめっき浴中で発生する可能性があるドロス
は，「トップドロス」と「ボトムドロス」の 2 種類に大
別される（表 1 ）。「トップドロス」は浴中Al濃度が比
較的高い環境で安定なFe2Al5 相であり，溶融Znより低
い密度を持ち，晶出後はめっき浴の上方に浮上する性質

を持つ。また，浴中Al濃度が低い環境で安定となる 3
種類（ζ，δ，およびΓ2相）の金属間化合物は，いず
れも溶融Znより高い密度を持つFe-Zn化合物である。
めっき浴の底部に沈降する性質を持つことから「ボトム
ドロス」と呼ばれている。
　このように，ドロス自身の性質やめっき浴中での安定
性に関して種々の知見が報告されている。しかし，これ
らの知見を実操業における外観不良抑制に活用するため

溶融亜鉛めっき鋼板製造設備におけるめっき浴管理技術
の高度化
Improving Bath Control Technology for Hot-Dip Galvanizing

■特集：鉄鋼生産技術	 FEATURE	:	Iron	and	Steel	Manufacturing	Technology

（論文）

Solid intermetallic compounds generated in molten Zn bath called "dross" sometimes cause operation 
failure and product defects. Equipment failures caused by dross in a commercial production line 
were analyzed, and it was revealed that some troubles were caused by the transformation of dross 
phases associated with changes in the bath composition. Basic laboratory experiments simulating the 
transformation behavior from Γ2 phase to Fe2Al5 phase in molten Zn bath were conducted, and the 
effects of bath temperature, Al concentration, and bath flow were evaluated. Based on these results, 
a management guideline was constructed for the bath of the actual hot-dip galvanizing line, thus 
eliminating the equipment failure caused by dross.
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図 1  CGLめっき浴の模式図
Fig. 1  Schematic illustration of CGL bath

表 1  CGLめっき浴中で発生するドロス化合物
Table 1  Dross compounds generated in CGL bath
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には，さらなる検討が必要である。実際のCGL環境に
おいては多様な品種の製造を行う必要があることから，
めっき浴中成分（Al，Fe濃度）や温度を意図的に大き
く変化させた状態で操業が行われる。この際，例えば
Al濃度を低い状態から高い状態に変化させると，めっ
き浴中において安定なドロス相がFe-Al系の『トップド
ロス』からFe-Zn系の『ボトムドロス』に変化すること
に起因して不具合が生じる場合がある。したがって，実
際のCGLで発生するドロス起因の不具合の発生メカニ
ズムを解明し，有効な対策を講じるには，めっき浴の成
分および温度の履歴を踏まえた過渡的な挙動を把握し，
溶融Zn中で発生する金属間化合物の挙動を推定するこ
とが非常に重要となる。
　本稿では，実生産設備において発生した金属間化合物
に起因する不具合事例を解析し，その発生メカニズムを
熱力学的な知見に照らして考察するとともに，設備不具
合の抑制指針を構築した事例について紹介する。

1 ．CGLで発生するドロス起因の不具合事例解析

　実生産ラインで発生するドロスに起因する設備不具合
の一つに，めっき浴中ロールへのドロスの付着があ
る 9 ）～11）。CGLにおけるめっき浴中ロールは，焼鈍炉を
経てめっき浴中に浸漬した鋼板を浴中で上方に反転させ
る役割を担う。一定時間の使用後に，ロール端部に結晶
状のドロスが強固に成長する場合がある（図 2 ）。ロー

ル端部に付着したドロスが成長して通板製品と接触する
と，外観不良や変形を生じ，品質および歩留りを低下さ
せる恐れがある。また，ロール表面に異物が付着すると，
ロール表面から付着した異物を除去するために長時間の
作業が必要となる。したがって，製品品質およびメンテ
ナンス性の観点から，めっき浴中ロールに異物が付着す
るメカニズムを解明し，付着を抑制するための対策を講
じることが非常に重要である。
　浴中ロール表面へのドロス付着・成長機構を明らかに
するため，実機CGLにおいて約 1 箇月間の操業後にめ
っき浴から引き上げた浴中ロールの調査を実施した。
CGLの浴中ロール表面には，溶融Znとの反応性が低く，
ドロスの付着を抑制する作用があるとされるWC（タン
グステンカーバイド）分散Co基合金が溶射されてい
る 9 ）～11）。このため，浴中ロールのほとんどの部分には
薄い純Znのみが付着していた。この純Znは，めっき浴
からロールを引き上げる際に，表面張力により残留した
溶融Znが凝固することで生じたものである。しかし一
部には，ロール端部にドロスが付着・成長している場合
も観察された。このような付着物が確認された場合には
ロール表面から付着物を採取して，各種の分析を実施し
た。付着物の厚さは数mm程度であり，めっき浴中での
結晶の粗大成長に起因するとみられる多面体状の結晶外
形を確認できた。サンプル採取後のロール表面にはZn
が残留しておらず，付着物のすべてを採取して分析でき
ていることを確認した。
　採取したサンプルは，樹脂埋め・研磨加工により深さ
方向の断面を現出させ，断面SEM-EDX分析を実施し
た。分析結果を図 3 に示す。SEM観察視野における下
側がロール接触側，上側がめっき浴接触側に対応する。
浴中ロールの表面には，通板材とめっき浴との接触状況
を表裏面で均一にするための溝が形成されており，付着
物はこの溝に沿って形成されていることが確認された。
断面SEM-EDXマッピング分析から，付着物は主に， Zn
濃度の異なる 3 種類の相から成り立っていることが明ら
かとなった。また，同じ断面観察箇所の微小部X線回折

図 3  溶融Znめっき浴中ロールに付着したドロス化合物の断面SEM像およびEDXマッピング像
Fig. 3  Cross-sectional SEM and EDX-mapping image of dross generated on molten Zn bath roll

図 2  約 1 箇月使用後の溶融Znめっき浴中ロール
　   （両端部にドロス結晶の成長が確認できる）

 Fig. 2  Molten Zn bath roll after one month use
  (some dross crystals are grown on the both end of the roll)
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測定を実施し，付着物の相同定を実施した（図 4 ）。先
行文献の知見に照らし 7 ，8 ），これらの付着物はロールに
近い側からFe2Al5 相， Γ2相， 純Zn相の 3 つの相である
と同定した。
　通常のCGLの運転範囲ではZnの融点（約420℃）以
上の温度域で操業されていることから，CGL操業中に
は純Zn付着物は存在していなかったものと考えられる。
したがって，純Zn相については，CGLの操業終了後に
浴中ロールを引き上げた際に，表面張力によって残留し
ていた液相Znが凝固した部分であると推定できる。
　また，ロール端部に付着した異物サンプルを複数回採
取し，同様の分析を行った。この結果，いずれの場合にお
いてもロールの最表面に直接接触しているのは500μm
程度のFe2Al5 相のみであった。このFe2Al5 の上に堆積
するような形で，数mm厚に及ぶ粗大なΓ2相が成長し
ていることを確認した。
　上記より，実機CGLの浴中ロールに粗大に成長する
異物は，（ 1 ） Fe2Al5 相の初期付着， （ 2 ）Γ2の粗大成長， 
の 2 段階のメカニズムで成長しているとみられる （図
5 ）。

2 ．めっき浴成分の推移と安定ドロス相の変化
に関する考察

　浴中ロールに付着する異物は，上記のとおり 2 段階で
付着・成長していた。このような形態で付着が発生する
理由を，めっき浴中での金属間化合物の安定度に照らし
て考察した。
　当社のCGLにおいては，溶融Znを付着させてそのま
ま凝固させるGI（Galvanized）製品と，溶融Znの付着
後に加熱処理を行い，表面にZn-Fe合金化層を形成させ
るGA（Galvannealed）製品の 2 種類を製造している。
GA製品とGI製品とを作り分ける目的で，浴中のAl濃
度を変化させて操業を行っている。浴中のAlは，鋼板
の主成分であるFeとめっき浴中のZn成分との合金化反
応を抑制する作用を持つ。
　前述のとおり，相対的に高いAl濃度で操業されるGI
浴においては，Fe2Al5 相が安定に晶出するのに対し，相
対的に低いAl濃度で操業されるGA浴においてはΓ2相
が安定となる。ここで，Fe2Al5 化合物はめっき浴成分で
ある純Znよりも比重が小さい。このため，浴上方に浮
上する性質を持ち，浴面に浮上したFe2Al5 を採取して
除去することは比較的容易である。
　いっぽうで，低Al濃度で操業されるGA浴において
安定となるΓ2相には比重の関係上，めっき浴底部に堆
積する性質を持つ。そのため，操業中にこれらを回収除
去することは非常に困難である。Γ2相が安定な低Al浴
においてGA製品を製造した後には，めっき浴中に多量
のΓ2相が堆積・残留している場合がある。
　この状態でGI製品の製造のために浴中成分を高Al化
し，Fe2Al5 が安定な浴条件に変化させる。この結果，浴
底部に堆積・残留しているΓ2相が不安定化し，低密度
のFe2Al5 に変化して浴面方向に浮上していく。この際
にめっき浴中にロールが浸漬されていると，ロール表面
にFe2Al5 化合物が付着してドロス粗大成長の第 1 段階
になる （図 6 ）。
　さらに操業を継続し，GA製品製造のために再度浴中
Al濃度を低下させると，Γ2化合物が安定なめっき浴条
件に変化する。この状態では，先にロール表面に付着し
たFe2Al5 を核としてΓ2相が粗大成長し，実機で観察さ
れるような強固なドロス形態に発展すると推定できる。
　上記のメカニズムから，浴中ロールへの異物の付着を
防ぐには，浴の清浄化作業を行うことが効果的であると
考えられた。GA操業終了後にめっき浴からロールを引
き上げた状態で浴に多量のAl成分を供給し，浴底部に
堆積したΓ2化合物をあらかじめFe2Al5 の形に変換させ
て浮上させ浴面から除去する。このような清浄化作業
は，通常 1 箇月ごとの頻度で実施されるCGL設備の定
期修理作業に合わせて行うことにより，生産性への影響
を最小限にすることが可能である。
　しかしながら，実際のCGLにおいて確実な浴の清浄
化を行うためには，めっき浴中におけるΓ2相が浴中Al
と反応してFe2Al5 に変化していく過程を詳細に把握す
る必要がある。そこで，ラボ試験を通じて上記変化挙動

図 5  溶融Znめっき浴中ロールに付着したドロス化合物の模式図
Fig. 5  Schematic illustration of deposit dross on molten Zn bath roll 

surface

図 4  溶融Znめっき浴中ロールに付着したドロス化合物の微小部
X線回折測定結果

Fig. 4  Micro-XRD results of dross on molten Zn bath roll
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を模擬し，めっき浴中におけるドロスの変態挙動を把握
するための取り組みを行った。

3 ．模擬CGLめっき浴中におけるドロスの成長
および溶解挙動の解析

　実機CGLのめっき浴底部から採取した粗大なΓ2相サ
ンプルを放電加工にて 5 mm角の立方体形状に加工し，
表面を800番のエメリー紙で研磨した。模擬めっき浴へ
の浸漬や攪拌（かくはん）を容易にするために，同試験
片の中心にφ1 mmの貫通孔を施した。この貫通孔にZn
との反応性が低いφ0.5 mmのタングステンワイヤを通
して試験片を吊（つ）り下げた。試験片を種々の温度・
組成の模擬めっき浴に浸漬させて，一定時間ごと（ 6 ～
24 h）に引き上げることにより，その溶解挙動を観察し
た。
　所定量のAl， Feを混合してアルミナるつぼ中にて
873Kにて一度完全に溶解させたうえで，試験温度まで
冷却させて模擬めっき浴として使用した。タングステン
ワイヤに吊り下げたドロス試験片は，アルミナ製のロッ
ドに固定した状態でめっき浴に浸漬させ，炉外からロッ
ドを回転させることにより攪拌の影響を確認できるよう
にした。めっき浴への浸漬試験装置図を図 7 に示す。　
　模擬めっき浴のAl濃度はA: 0.15 wt%Al， B: 0.20 wt%Al， 
C: 0.25 wt%Alとし，Fe濃度はいずれも0.05 wt%とした。
これらの組成をZn-Al-Fe 3 元系状態図 7 ）上にプロット
した（図 8 ）。模擬浴AはGA操業時のめっき浴を想定
したものであり，金属間化合物としてΓ2とFe2Al5 が共
存しうる領域である。模擬浴Bおよび CはGI操業時の
めっき浴を想定しており，Fe2Al5 のみが安定に存在しう
る領域である。所定時間経過後に溶融Znから引き上げ
た後のサンプルを樹脂埋め研磨し，サンプルの中心断面
を観察した。
　浸漬時間の経過とともにΓ2が溶解する様子の一例を
図 9 に示す。0.20 wt%Al（模擬浴B）， 723 Kの温度条件
では， 6 時間程度の浸漬ではほとんど溶解が観察され
ず，初期の立方体形状が維持されていた。しかし，浸漬
時間の経過とともにサンプルの周囲に多量のFe2Al5 が
発生し，端部から溶解が進んでいく挙動が確認された。
　この手法を利用し，浴温度および浴組成の変化に対し
て，GA浴中で安定なΓ2相とめっき浴中成分との反応性

の評価を行った。0.20 wt%Al（模擬浴B）の浴温度を変
化させた場合のΓ2相の溶解挙動変化概要を図10に示す。
723 Kでは，5 mm角のΓ2結晶が溶解するために約24h
が必要であった。浴温度の上昇とともに溶解が速まり，
溶解に必要な時間が短縮される様子が明確に確認された。
　この理由として，浴の高温化により界面における反応
速度が上昇し，Fe2Al5 相への変態が促進されることが考
えられる。また，溶融ZnへのFe，Al溶解度が上昇す
ることにより，Γ2相自身のZn液相への溶解が促進され
る作用も同時に働いたものと考えられる。
　浸漬温度を723 Kに固定した場合において，浴中Al濃
度および浸漬時間がΓ2相の溶解挙動に及ぼす影響を図
11に示す。模擬浴BとCの比較からは，高Al濃度ほど
溶解速度が上昇する傾向が確認された。これより，Γ2

相の溶解促進のうえでは，Al成分の供給を促して
Fe2Al5 相への変態を促進することが効果的であることが

図 6  GA浴からGI浴への浴組成変更時に発生する浴中ロールへのドロス付着メカニズム
Fig. 6  The mechanism of dross deposition on bath roll during bath transition from GA to GI

図 7  ドロス溶解模擬試験装置の模式図
Fig. 7  Schematic illustration of dross dissolving test setup

図 8  ドロス溶解模擬試験に使用した模擬めっき浴組成
Fig. 8  Simulated bath composition used to dross dissolving test
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明らかになった。
　ここで着目すべきは，GA操業時のめっき浴組成を想
定した模擬浴AにおけるΓ2相の挙動である。模擬浴A
中においてはΓ2相の溶解は起こらず，逆にΓ2相が成長
していることが確認された。同模擬めっき浴中には，最
初から過剰量のFe成分が添加されている。この過剰Fe
成分がΓ2相として晶出する際には，液相中に新たな結

晶核を形成するのではなく，浸漬されたΓ2相の表面で
晶出が発生し，結晶を粗大化させる現象が生じた。めっ
き浴中において，Γ2相の核生成のために必要な浴の過
飽和度は比較的大きい。これが，実機のCGL浴中ロー
ル表面に粗大なΓ2相が成長する理由と考えられる。
　Γ2相表面へのAl成分の供給がΓ2相の溶解速度に影響
していることが示唆された。このため，浴の攪拌の影響

図 9  浸漬時間の違いによるΓ2相の溶解挙動（723 K, 0.20 wt%Alの模擬めっき浴B）
Fig. 9  Dissolving behavior of Γ2 depending on immersed time (723 K, 0.20 wt%Al bathB)

図10  浴温度および浸漬時間とΓ2相の溶解挙動の関係（0.20 wt%Alの模擬めっき浴B）
Fig.10  Effect of bath temperature and immersed time on dissolving behavior of Γ2 (0.20 wt%Al bathB)

図11  模擬めっき浴のAl濃度および浸漬時間とΓ2相の溶解挙動の関係（723 K）
Fig.11  Effect of Al content of simulated CGL bath and immersed time on dissolving behavior of Γ2 (723 K)
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を評価するための試験を行った（図12）。図12より，攪
拌の有無によってΓ2相の溶解速度は大きく変化してい
ることがわかった。攪拌を実施した場合には時間に対す
る溶解量が一定となり，表面におけるΓ2相とAl成分と
の反応が律速になっているとみられる。いっぽうで攪拌
を行わない場合には，時間経過とともに溶解速度が放物
線状に低下する傾向が確認できる。Al成分との反応に
よって表面に生じたFe2Al5 粒子がΓ2結晶の周囲に滞留
していくと，浴中からのAl成分の供給が阻害される。
これにより時間とともに溶解速度が低下しているものと
考えられる。
　以上のように，模擬めっき浴へのドロス相の浸漬試験
を行うことにより，実機CGLのめっき浴中で発生して
いる相変態・溶解挙動を可視化し，その影響因子を明確
化することができた。

4 ．実操業への活用

　浴中ロールへの異物付着・成長抑制策のためには，ロ
ールへの異物付着の第 1 段階となるFe2Al5 化合物の付
着を抑制する必要がある。このためには，めっき浴中に
ロールが浸漬されていない状態でΓ2相のFe2Al5 相への
変態・溶解を促進させることが効果的と考えた。模擬め
っき浴による試験の結果より，Γ2相のFe2Al5 相への変
態反応を促進する因子として，以下の 3 点が重要である
ことが明らかとなった。
（ 1 ）浴温度を上昇させる
（ 2 ）浴中Al濃度を上昇させる
（ 3 ）Γ2粒子表面へのAl供給を促進させるため，浴の

攪拌を行う
　実際の操業への適用に関しては，生産設備の仕様や作
業性を勘案して種々の最適化を行う必要があった。しか
し，上記の基礎的知見を踏まえてめっき浴清浄化技術を
確立させ実機に適用することにより，効率的に浴中ドロ
スを無害化することが可能となった。
　これらの技術の適用以降は類似の不具合発生が完全に
解消され，1 箇月程度の操業後においても，めっき浴か

ら引き上げた浴中ロールの表面にドロスの付着・成長が
起こらなくなった（図13）。さらに，CGLの操業期間中
にめっき浴中を浮遊するドロス量を低減することも可能
になっており，製品品質・歩留りの改善に効果が確認で
きた。

むすび＝高温かつ不可視の溶融Znめっき浴中で発生す
るドロスの生成・成長反応は，その挙動を直接把握する
ことが難しい。また，実際のCGL設備においては，め
っき浴の温度および組成が連続的に変化することに起因
する不具合が発生する場合がある。したがって，各相の
熱力学的安定性に加えて，それらの変態過程における挙
動を踏まえて現象を理解することが求められる。CGL
の実機で発生した不具合の発生状況を詳細に解析し，ラ
ボ試験におけるドロス変態挙動を詳細に把握したことに
より，CGLのめっき浴を清浄化するための手法を確立
し，実生産設備における有効性が確認できた。本技術の
さらなる高度化により，高品質な溶融Znめっき鋼板の
安定生産に寄与できることを期待している。
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図12  Γ2相溶解速度に及ぼす浴攪拌の影響（0.25 wt%Al 模擬浴C）
Fig.12 Effect of sample stirring on dissolving rate of Γ2 (0.25 wt%Al 

bathC)

図13 清浄化作業を実施後，1 箇月間操業に使用した溶融Znめっ
き浴中ロール（端部へのドロス付着は確認できない）

Fig.13 Molten Zn bath roll used for one month in bath after cleaning 
operation (no dross crystals observed on edge)
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まえがき＝軸受部品は様々な産業機械・自動車などに使
用され，高い信頼性が要求される。そのため，軸受部品
に用いられる軸受用鋼には優れた転動疲労特性が求めら
れ，疲労破壊起点となる非金属介在物（以下，介在物と
いう）に着目した研究が行われている。
　これまでの研究の結果，介在物からの転動疲労による
はく離は次の過程を経て起こると考えられている 1 ）。
①介在物を起点としたき裂の発生
②安定的なき裂の伝ぱ
③き裂の急速伝ぱによるはく離
そのうち，介在物を起点としたき裂の発生は，転動疲労
のごく早期に起こると考えられている。宇田川ら 2 ）は，
酸化物系介在物を起点としたき裂の発生時期は，1 ×
10 4 サイクルであると報告している。
　土田ら 3 ）は，介在物を起点としたき裂発生メカニズ
ムを考察している。き裂発生に関しては，介在物のサイ
ズだけでなく，介在物のヤング率や介在物と母相との界
面の密着状況を考慮する必要があることを明らかにして
いる。
　橋本ら 4 ）は，通常のAl脱酸鋼，それとは脱酸方法を
変更した鋼を作製し，介在物と母相との界面性状を観察
した。通常のAl脱酸鋼で生成するAl 2 O 3 系介在物周囲
には隙間がみられるのに対し，脱酸方法を変更した鋼で
生成するAl 2 O 3 ・SiO 2 系介在物は母相との密着性が良
く，脱酸方法を変更した鋼は長寿命となることを報告し
ている。

　しかしながら，脱酸方法の変更による酸化物系介在物
の改質が，き裂の発生時期にどのような違いをもたらす
かについては明らかになっていない。
　そこで当社では，介在物の一種である酸化物系介在物
の改質により転動疲労特性が向上するメカニズムを解明
することを目的に，とくにき裂の発生時期の違いに着目
した検討を行った。また，き裂の発生時期に違いが生じ
る理由について，き裂の発生に影響する要因と考えられ
る，介在物サイズ，介在物－母相間の密着性，介在物の
ヤング率の観点から考察を行った。

1 ．実験方法

　通常のAl脱酸鋼として供試材AL-1とAL-2を作製し
た。また，酸化物系介在物を改質するため，非Al脱酸
鋼として供試材Non AL-1とNon AL-2を作製した。供試
材の化学組成を表 1 に示す。AL-1，Non AL-1，Non AL-2
は，誘導溶解炉（溶解量170 kg）で溶製した後，熱間鍛
造と熱間圧延を行い，直径65 mmの熱間圧延材を作製
した。AL-2は実機工程で製造した鋼片を用いて，直径
65 mmの熱間圧延材を作製した。各熱間圧延材を切断
し，球状化焼鈍（795℃× 6 h），焼入れ（840℃×30 min），
焼戻し（160℃× 2 h），仕上げ研磨を行い，スラスト転
動疲労試験片を作製した。
　AL-1と Non AL-1に対して表 2 の条件でスラスト転動
疲労試験を行い，酸化物系介在物の改質による転動疲労
特性への影響について検討した。また，酸化物系介在物
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の改質がき裂の発生時期にどのような違いをもたらすか
を調べるために，表 2 の条件でAL-2とNon AL-2に対し
てスラスト転動疲労試験を行った。AL-2とNon AL-2に
ついては，転動疲労試験の途中で超音波探傷試験

（Ultrasonic Testing, 以下UTという）を行った。UTの
条件は周波数125 MHzであり，試験片表層0.05～0.45 mm
が検出範囲となるように調整した。試験片全面を観察面
としてUTを行い，鋼球の転送面直下の欠陥数を調べ
た。
　さらに，き裂の発生時期と伝ぱ状況を随時調べるため
に，スラスト転動疲労試験機の試料ホルダにアコーステ
ィック・エミッション（Acoustic Emission, 以下AEと
いう）装置を設置し（図 1 ），転動疲労試験中に試験片
内部から発せられるAE信号を検出した。

2 ．実験結果

2. 1　スラスト転動疲労特性
　転動疲労試験の結果を図 2 に示す。非Al脱酸鋼（Non 
AL-1）は，Al脱酸鋼（AL-1）に比べて，L10寿命注）が
6.1×10 6 回から2.0×10 8 回以上と向上し，脱酸方法の変
更による転動疲労特性の改善が認められた。なお，Non 

AL-1は全ての試験片ではく離が起こらなかったため，
負荷回数2.0×10 8 回で試験を中断した。
2. 2　き裂の発生時期（UT，AE評価）
　Al脱酸鋼（AL-2）について，転動疲労試験の初期（負
荷回数1.0×10 6 回）の段階でUT評価を行った。その結
果，転送面直下で20個の欠陥を検出した（図 3（a））。ま
た，負荷回数が増えるに従い，UTで検出される欠陥数
は増加した（図 3（b），負荷回数6.3×10 6 回）。なお，負
荷回数6.3×10 6 回の時点でAL-2の試験片にはく離が発
生したため試験を中断している。

表 1  供試材の化学組成と脱酸方法 5 ），6 ）

Table 1  Chemical composition and deoxidation type of steel sample 5 ）, 6 ）

表 2  スラスト転動疲労試験の条件 5 ），6 ）

Table 2  Thrust type rolling contact fatigue test condition 5 ），6 ）

図 1  スラスト転動疲労試験機およびAEセンサ概略図
Fig. 1  Schematic diagram of thrust type rolling contact fatigue test 

and AE sensor

図 3  スラスト転動疲労試験片全面のUT調査結果 6 ）

Fig. 3  UT test results of rolling contact fatigue test specimen 6 ）

図 2  Al脱酸鋼（AL-1）と非Al脱酸鋼（Non AL-1）のスラスト
転動疲労試験結果 5 ）

Fig. 2  Thrust type rolling contact fatigue test result of AL-1 and 
Non AL-1 5 ）

脚注）累積破損確率が10％となる負荷回数
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　いっぽう，非Al脱酸鋼（Non AL-2）は，負荷回数 1
×10 7 回の時点ではUTで欠陥は検出されず（図 3（c）），
負荷回数 5 ×10 7 回の時点で 1 個の欠陥が検出された

（図 3（d））。
　つぎに，AEで検出された信号数の推移を図 4 に示す。
Al脱酸鋼（AL-2）は，負荷回数5.7×10 5 回でAE検出信
号数の合計が100回を超えたのに対し，非Al脱酸鋼（Non 
AL-2）は，AE検出信号数の合計が100回を超えたのは
負荷回数1.0×10 7 回の時点であった。図 4 にはUTで検
出された欠陥数の推移も併せて示しており，非Al脱酸
鋼（Non AL-2）はAl脱酸鋼（AL-2）と比べてAE検出
信号数やUT検出欠陥数が少なく，検出される時期も遅
いことがわかった。

3 ．き裂の発生時期に及ぼす酸化物系介在物の
改質の影響

　 2 章で述べたとおり，通常のAl脱酸鋼から，酸化物
系介在物を改質した非Al脱酸鋼において転動疲労特性
の改善が認められた。また，UTおよびAE評価の結果，
Al脱酸鋼は転動疲労試験の初期の段階で，UT検出欠陥
数やAE検出信号数の増加が認められた。いっぽう，非
Al脱酸鋼はUT検出欠陥数やAE検出信号数が少なく，
検出される時期も遅かった。これらのことから，非Al
脱酸鋼は，酸化物系介在物を起点としたき裂の発生が抑
制されていると考えられる。そこで，酸化物系介在物の
改質によってき裂の発生時期に違いが生じた理由につい
て試験と考察を行った。
3. 1　介在物の改質
　脱酸方法の変更による介在物の改質を確認するため， 
スラスト転動疲労試験前の介在物をSEM（Scanning 
Electron Microscope）で観察した（図 5 ）。介在物の組
成をEDS（Energy Dispersive X-ray Spectroscopy）を
用いて分析した結果，Al脱酸鋼（AL-1）では，Al 2 O 3

系介在物とMnSの複合介在物が観察された。いっぽう，
非Al脱酸鋼（Non AL-1）では，Al 2 O 3 系介在物は観察
されず，SiO 2 系介在物が観察された。
3. 2　介在物サイズ
　き裂の発生に影響する要因として考えられる，介在物
サイズの影響を調査した。介在物サイズは次式で表され
る。

 　　　　 ………………………………………………（ 1 ）

ここで，a（μm）：介在物の短径，b（μm）：介在物の長径
Al脱酸鋼（AL-1）と非Al脱酸鋼（Non AL-1）の最大
介在物サイズを極値統計法で予測した。
　解析結果を図 6 に示す。グラフの縦軸は，累積分布関
数Fと基準化変数yjである。Al脱酸鋼（AL-1）の最大
介在物サイズは21.0μm，非Al脱酸鋼（Non AL-1）は
33.9μm であった。
　Al脱酸鋼の方が非Al脱酸鋼よりも介在物サイズが小
さく，介在物サイズの観点からは非Al脱酸鋼において
き裂の発生が抑制された理由は説明できない。
3. 3　介在物－母相間の密着性
　介在物－母相間の密着性を調査した。図 5 に示したと
おり，Al脱酸鋼（AL-1）では，介在物－母相の界面に
空隙が認められた。空隙は介在物の両端に存在してお
り，熱間圧延方向と一致していた。いっぽう，非Al脱
酸鋼（Non AL-1）では，介在物－母相の界面および
SiO 2 系介在物の内部に空隙は認められなかった。
　すなわち，非Al脱酸鋼の改質介在物は，Al脱酸鋼で
生成する介在物に比べ，介在物－母相間の密着性に優れ
ることがわかった。
3. 4　介在物のヤング率
　介在物のヤング率を調査した。Al脱酸鋼の場合，Al 2 O 3

系介在物として生成するAl 2 O 3 のヤング率は約380 GPa
である 7 ）。また，同時に生成しているMnSのヤング率

a×b

図 6  Al脱酸鋼（AL-1）と非Al脱酸鋼（Non AL-1）の極値統計
解析結果

Fig. 6  Predicted maximum size of non-metallic inclusion of AL-1 and 
Non AL-1

図 5  スラスト転動疲労試験前の介在物のSEM観察結果 5 ）

Fig. 5  SEM observation results of non-metallic inclusion before 
rolling contact fatigue test 5 ）

図 4  転動疲労試験の負荷回数とAE検出信号数とUT検出欠陥数
の関係 6 ）

Fig. 4  Relationship between rolling contact fatigue cycles and 
number of AE detection signals and UT detection defects 6 ）
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は137 GPa，母相のヤング率は206 GPaと報告されてい
る 8 ）。母相のヤング率EMatrixと介在物のヤング率EInclusion

の差ΔE（EMatrix－EInclusion）は，Al 2 O 3 が約－174 GPaで，
MnSが69 GPaである。
　いっぽう，非Al脱酸鋼（Non AL-1）で生成している
SiO 2 系に改質された介在物（以下，改質介在物という）
のヤング率は不明であるため，ナノインデンタの連続剛
性測定法により，励起振動振幅 2 nm，ひずみ速度
0.05 s－ 1 という条件で改質介在物のヤング率を測定した

（図 7 ）。ヤング率の値が比較的安定した押し込み深さ範
囲でヤング率を読み取ると，非Al脱酸鋼の改質介在物
のヤング率は250～300 GPa（押し込み深さ20 nm以上）
である。同時に測定した母相のヤング率は，図 7 に示す
ように200～250 GPa（押し込み深さ40 nm以上）である。
すなわち，非Al脱酸鋼の改質介在物のΔEは－100～
0 GPaであり，Al脱酸鋼（AL-1）で観察されたAl 2 O 3

系介在物に比べてΔEの絶対値が小さいことがわかった。
3. 5　き裂の発生に及ぼす介在物－母相間の密着性と介

在物のヤング率の影響
　非Al脱酸鋼の改質介在物は，Al脱酸鋼で生成する
Al 2 O 3 系介在物に比べて介在物－母相間の密着性に優れ
ており母相と介在物のヤング率差が小さい。これらの特
徴が介在物を起点とした転動疲労き裂の発生にどのよう
な影響を及ぼすかを検討するため，転動負荷中の介在物

近傍のひずみ分布を土田らの手法 3 ）を用いて解析した。
　解析において，介在物は直径20μmの円形形状と仮定
し，介在物－母相間の密着状態を接着状態とはく離状態
の 2 とおりとした。また，介在物のヤング率EInclusionは，
100 GPa（MnS模擬），200 GPa（非Al脱酸鋼の改質介在
物模擬），400 GPa（Al 2 O 3 系介在物模擬）の 3 とおりと
した。介在物起点のき裂は，モードⅠ変形により発生す
ると仮定し，解析結果から任意の方向の引張成分のひず
みの変化Δεを求め，Δεの最大値Δεmaxを算出した。
　解析結果を図 8 に示す。介在物－母相間の密着状態が
接着状態の場合は，はく離状態に比べてすべての計算条
件（ヤング率）においてΔεmaxが小さくなった。接着状
態の中でも，介在物のヤング率が母相に近い（すなわち，
非Al脱酸鋼の改質介在物を模擬した）場合に，Δεmax

が極小値を取ることがわかった。
　Al脱酸鋼で生成するAl 2 O 3 系介在物を模擬した解析

（はく離状態，EInclusion=400 GPa）では，Δεmaxは3.0×
10－ 2 であるのに対し，非Al脱酸鋼の改質介在物を模擬
した解析（接着状態，EInclusion=200 GPa）では，Δεmaxは
5.8×10－ 3 まで小さくなる。このため，非Al脱酸鋼の改
質介在物からは介在物を起点としたき裂が発生し難いと
考えられる。

図 8  引張成分のひずみの変化（Δε）の最大値（Δεmax）に及ぼ
す介在物－母相間の密着状態と介在物のヤング率の影響

Fig. 8  Influence of interface condition and young’s modulus of 
inclusion on maximum value of Δε

図 7  非Al脱酸鋼（Non AL-1）のSiO 2 系介在物と母相のナノイ
ンデンタによるヤング率測定結果

Fig. 7  Nanoindentation test result of SiO2 -based inclusion and 
matrix of non Al-killed steel (Non AL-1)

図 9  酸化物系介在物改質による転動疲労き裂発生の抑制メカニズム
Fig. 9  Mechanism for suppressing rolling fatigue crack initiation by oxidation inclusion change
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4 ．酸化物系介在物の改質による転動疲労寿命
の向上メカニズム

　Al脱酸鋼は，疲労試験前に介在物－母相間に空隙が
存在するとともに，Al 2 O 3 系介在物と母相のヤング率差
が大きい。そのため，転動負荷中の介在物近傍の引張成
分のひずみ変化が大きくなり，介在物を起点とした初期
き裂が発生しやすいと考えられる。
　いっぽう，非Al脱酸鋼は，介在物－母相間に空隙が
存在せず接着状態であるとともに，非Al脱酸鋼の改質
介在物と母相のヤング率差が小さいため，介在物近傍の
引張成分のひずみ変化が小さくなる。その結果，介在物
を起点とした初期き裂の発生が抑制され，非Al脱酸鋼
はAl脱酸鋼に比べて転動疲労特性が改善したと考えら
れる（図 9 ）。

むすび＝当社では，酸化物系介在物の改質により転動疲
労特性が向上するメカニズムを解明することを目的に，
き裂の発生時期の違いに着目して検討を行った。

　その結果，非Al脱酸鋼はAl脱酸鋼に比べて転動疲労
特性が改善していることが認められた。また，非Al脱
酸鋼の改質介在物は，介在物－母相間の密着性に優れ，
介在物と母相のヤング率差が小さいことが明らかになっ
た。解析によると，非Al脱酸鋼において転動負荷中に
介在物近傍に生じるひずみ変化量が小さくなる。その結
果，初期き裂の発生が抑制され，転動疲労特性が改善で
きることがわかった。
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44ページ：
　『参考文献 6）』

霊感工具鋼
　
冷間工具鋼

お詫びと訂正

　2019年7月31日に発行いたしました本誌「Vol.69, No.１特集：自動車軽量化」におきまして、記載に誤りがご
ざいましたので以下のように訂正いたします。
　ご愛読いただいている皆さま、ならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。

誤：

正：

目次（和文・英文）ページ：

71 （論文） 超ハイテン鋼板で発生するレーザ溶接割れの動的観察および防止手段
71　In-situ Observation of Weld Cracks Occurring in Ultra-high Tensile Strength Steel Sheet 
　　and Preventative Measures
　
71 （論文） 超ハイテン鋼板のレーザ溶接における割れ発生機構および防止手段
71　Crack Generation Mechanism and Prevention Means in Laser Welding of Ultra high-
　　Strength Steel Sheets

誤：

正：

71ページ：
　『表題』

超ハイテン鋼板で発生するレーザ溶接割れの動的観察および防止手段
In-situ Observation of Weld Cracks Occurring in Ultra-high Tensile Strength Steel Sheet and
Preventative Measures
　
超ハイテン鋼板のレーザ溶接における割れ発生機構および防止手段
Crack Generation Mechanism and Prevention Means in Laser Welding of Ultra high-Strength
Steel Sheets

誤：

正：

71ページ：
　『英文シノプシス』 

誤：

正：

Laser welding is capable of highly efficient and high-quality welding and is being widely used 
in the field of automobiles in recent years. It is well known, however, that the laser welding of 
high strength steel sheets often results in weld cracking. High strength steel sheets play a sig-
nificant role in improving fuel efficiency and collision safety. Hence, it is crucial to elucidate the 
weld-cracking phenomenon in detail. In order to clarify the behavior of weld cracking, Kobe 
Steel has established a new technique for observing the cracking during laser welding in-situ 
using an X-ray transmission imaging system. The weld cracking occurring during laser weld-
ing was clearly observed, and these cracks were revealed to be delayed cracks initiated from 
weld end craters. The delayed cracking behavior varied depending on the carbon content in 
the steel and welding length. A crater treatment method has been newly developed and found 
to effectively prevent delayed cracking from occurring.

　
Laser welding enables high-efficiency and high-quality welding and has been widely used in the 
automotive industry in recent years.  However, it is well known that weld cracking may occur 
in the laser welds of high-strength steel sheets. The application of high-strength steel sheets is 
important for improving the fuel efficiency and collision safety of automobiles.  Therefore, it is 
extremely important to elucidate this weld cracking phenomenon in detail.  It was found that 
delayed cracking in laser welds of high-strength steel sheets was initiated from the solidifica-
tion cracks at the weld end.  The delayed cracking was found to occur when four factors coex-
ist: namely, solidification cracking, diffusible hydrogen, brittle microstructure and residual 
stress, and eliminating at least one of these factors prevented the delayed cracking.  Hence, 
Kobe Steel established a new laser welding method to prevent solidification cracking at the 
weld end.  By applying this method, no solidification cracking occurred in high-strength steel 
sheets, and as a result, delayed cracking was successfully prevented.
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編集後記
＜特集：鉄鋼生産技術＞
＊当社は，現中期計画（2016-2020年度）
における競争力強化策の一環として，半
世紀以上の歴史を誇ってきた神戸製鉄所
の上工程（高炉～連続鋳造）を2017年に
休止し，加古川製鉄所へこれを集約しま
した。神戸製鉄所は，阪神・淡路大震災
からの奇跡的な復興を含むあまたの歴史
を乗り越え，当社の鉄鋼生産を支えてき
ました。その製鉄所の上工程設備休止に
あたっては寂しい気持ちも否定できませ
んが，新たな時代へ向かうステップアッ
プとして，決意も新たに新体制での生産
活動やそのさらなる改善活動に日々取り
組んでいます。
＊今回，そうした当社の新しい生産体制
や新技術を一冊の特集号としてまとめる
ことができました。個々の技術のご紹介
はもちろんのこと，令和の新時代に向け

た当社の決意・意気込みを少しでも感じ
取っていただければ，との思いで編集さ
せていただきました。
＊鉄鋼の生産はダイナミックな大型設備
のイメージが先行しますが，当特集号を
通してご覧いただくと，それらプロセス
を支える技術の精緻さ，先進性といった
ものをあらためてご認識いただけるので
はないかと思います。ご関心ある記事に
とどまらず，少しでも多くのページに目
を通していただけると幸いです。
＊なお，鉄鋼生産に関わる技術は，ICT
活用特集号（Vol.68, No. 2 ）やものづく
り特集号（Vol.64, No. 2 ）をはじめ，過
去の種々の特集号においても，今回ご紹
介できなかった話題も含めて沢山の記事
を掲載していますので，ぜひそれらもご
参照いただければ，と思います。

（稲田　淳）

次号予告
＜特集：エネルギー・環境＞
＊2015年にパリ協定が締結され，2019年
に我が国において「パリ協定に基づく成
長としての長期戦略」が策定されるなか
で，企業の事業活動を通じた脱炭素社会
に向けての貢献はますます重要になると
考えています。エネルギー・環境分野は
CO2削減に関わる重要な分野ですが，当
社グループは，機械・エンジニアリング
メーカーとして，この分野において技
術・製品・サービスを幅広く提供してい
ます。次号では，以下のような技術・製
品をご紹介いたします。
＊水素関連：クリーンなエネルギーとし
て利活用が期待される水素関連の技術と
して，水電解式水素発生装置，それを用
いて再生可能エネルギーで製造した水素
を燃料電池車に供給する水素ステーショ
ン，および水素ステーションにおける水
素充填のシミュレーション技術。
＊LNG関連：CO2排出量が比較的少ない
燃料として需要が増加しているLNG関
連の製品として，高性能な熱交換器や
LNGを燃料とする船のエンジンに供給
する圧縮機。

＊電力貯蔵関連：圧縮空気を用いて電力
を貯蔵する装置。
＊省エネ／創エネ関連：本体性能を向上
させた新型汎用圧縮機，IoTでそれら圧
縮機を遠隔監視して省エネを図る技術， 
80℃以下の温排水から熱回収して電力に
変換するバイナリー発電システム，およ
び冷凍機やヒートポンプで用いられる冷
媒を地球温暖化係数の小さい冷媒へと転
換していく取り組み。
＊CO2回収・貯蔵（CCS）関連：CO2排
出削減に関連する技術として，消費エ
ネルギーの少ないCO2分離プロセスや
CO2の地中貯蔵に使用できる高圧CO2圧
縮機。
＊還元鉄プラント：製鉄工程でのCO2の
削減が期待される還元鉄プロセス，2019
年に稼働を始めた世界最大規模プラント
の状況。
＊原子力関連：ジオポリマーによる放射
性廃棄物の固定化など，放射性廃棄物管
理に関わる技術。
＊化学兵器処理：世界に散在する老朽化・
遺棄化学兵器の処理技術の概説。

（原田孝夫）
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